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2014～15年度 クラブテーマ 

『 和を以て貴しとなす 』 

今後の予定  

３月１１日（水） 

・外部卓話「北タイ子供支援 

 の実情と課題 」 

 原田義之 様（ﾁｪﾝﾗｲRC） 

 

３月1８日（水） 

・卓話 上山芳次 副会長 

・被選理事会及び 

 予定者クラブ協議会 

・第1回情報集会 

 

３月２５日（水） 

・定款により休会 

 

「奉仕の理想」 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

３分間スピーチ 

3月11日 西田英夫 会員 

3月18日 稲田義治 会員 

3月25日  ― 

 

おめでとうございます！ 

      ３月 お誕生日 

  嶋田愛親会員（18日） 

    田中一眞会員（21日） 

   

       ３月 入会記念日 

  北村 隆会員（S54年） 

  國田欣吾会員（H11年） 

  山口尚志会員（H11年） 

  中谷賀久会員（H20年） 

  多田利生会員（H20年） 

例会プログラム   ３月識字率向上月間 

 

●12:50 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●お客様紹介  

●会長の時間   

●入会式  

   柿丸 裕 様 

   森岡順一 様 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●卓話 「ｺﾚｽﾃﾛｰﾙと中性脂肪について」  

      中村 雄策 会員   

●その他  

 ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞ （敬称略） 

 原田、小北、北川、上山、岡山 

 國田、白井、宮田、初木、林宏毅 

 田中、 稲田、源本、米田 
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【会長の時間 】 

瀬川裕一会員 

 

 皆さん、こんにちは。 

 春めいてまいりましたが、まだまだ寒い日が続いております。 

お身体を大切にして下さい。 

 ３月は、４０周年打上げ（３月４日）、情報集会（３月１８日）、枚方ロータリークラブ 

との合同ゴルフコンペ（３月２８日）、春の献血運動と行事が続いております。 

皆様、時間の調整をしていただき、多数のご参加をお願いします。 

 ２月は、世界理解月間です。 

私が、ドイツに旅行した時、レンタカーで、アウトバーにありますキヨスク(ドライブイン)

で盗難にあい、警察に被害届けを出し、被害にあった証明がほしいと言うと、被害届は 

受理するが、ドイツには盗難証明のようなものは無いと言われ、出せないとの事。 

私はそれが無いと保険が出ないので非常に困るとくい下がりました。すると、解ったと 

言って、帽子を後に回し、証明書の作成に取りかかり、ドイツで初めての盗難証明書が出来

たので、一緒に記念写真を撮ろうと、私の頭に自分の警察帽をかぶせ、証明書を真中に記念

写真を撮りました。 

これも、世界理解ですよネ！ 

 その時は、ドイツから日本に留学に来ていた男の子に連絡を取り、通訳をしてもらい 

ました。その子は、軍隊に入っており、５日間も休日を取っていたので、いっしょに 

オーストリーまで旅行をし、助かりました。 

 以上で、会長の時間を終ります。 

 

【 ３分間スピーチ 】        瀬川 裕一 会員 
 

 

 改めまして、こんにちは。 

親睦委員会、源本委員長のもとお世話になっている瀬川裕一でございます。源本委員長には、かわい

がってもらってか？はたまたイジってもらっているのか分かりませんが、7月に入会させて頂いて、約半

年になりますがまだまだ右も左も分からず勉強の連続です。 

 その入会の時に、新会員のオリエンテーションをして頂きまして、お話しをして頂いたのが、金森先生

です。そのお話しの中で記憶に残っている言葉がありまして 

「ここに来られるのは、健康な証拠や」とおっしゃったんですがどういう事かといいますと 

  一つ目は、自分自身が健康であること、 

  二つ目は、家庭が健康であること、 

  三つ目は、仕事が健康であること と説明して頂きました。 

ここに寄せて頂いているのは、いろんな面での健康のバロメーターなのかなと思っております。 

 それと同時に、ここに来られている会社の代表や役員をされている皆様方の行動力などを見させて頂

いて、自分自身の仕事にたいするモチベーションを上げたり、向上心の起爆剤にもなっております。 

 まだまだ皆様方にしがみついているような未熟者の私ですが、ロータリークラブに寄せて頂いて、社会

的な信用も違ってきているように感じております。これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 原田武夫会長 



【卓 話】 「識字率向上月間にちなんで」   

                        稲田 義治 社会奉仕委員長  
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  稲田義治委員長 

 

１月 入会記念日 

識字率向上については1986年以来国際ロータリーの強調事項 

 

 識字率とは、文字の読み書きができる人の割合をさすもので、ユネスコでは、「１５  

才以上人口に対する日常生活の簡単な内容についての読み書きができる人口の割合」と 

解説しています。  

 ユネスコの推計によると世界で15歳以上の8億人の人々が基本的な読み書き能力がな 

く、とくに女性・女子は世界の非識字人口の64％以上を占めており、1990年以降ほぼ変 

化していません。 

 日本の識字率 

 日本の識字率は、フリー百科事典のサイトによれば、９９.８％(男性９９.９％、 

 女性９９．７％)です。 

幕末期に来日した西欧人達が日本の識字率の高さに驚いたことは複数の文献で伝えられ

ています。幕末期（1854-61年頃）の江戸 の識字率は男子が79％、女子が21％で、武士は

殆ど100％読め、農村の僻地でも20％は読めたという。これは当時の世界の中では群を抜

いていて、同時代のイギリスでは下層庶民の場合、ロンドンでも字が読める子供は10%に

満たなかったと言われております。 

 

文字が読めない主な理由 

1）学校へ通うべき年齢で教育を受けることができない 

2）近くに学校がないから 

3）「女の子は学校に通う必要がない」と言われたから 

4）先生の人数が足りないから 

5）家で話す言葉と学校で教わる言葉が違う 

 

 

文字が読めることによって 

１）母親が読み書きできると、５歳未満の乳幼児死亡率が低い。 

２）女性の識字率が高いと、女児の就学率も高い。 

３）成人識字率が高いと、小学校５年次まで在学する児童の割合も高い。 

４）識字率の高い国は、平均寿命が長く一人あたりの収入や農業生産性が高い。 

 

 文字が読めることで、貧困解決に効果があることは統計で現れています。すべての人 

が読み書きできるようになるためには、年間１兆円の援助が必要と言われています。 

しかし、実際は半分以下の4,600億円しか援助されていません。私たちにはどんなことが 

できるでしょうか。すべての人々が文字を読み書きできるようになるためにはどうした 

らよいか、ぜひ考えてみなければなりません。 
 

 

くずはロータリークラブの識字率向上の取組み 

 10-11年度(岩本会長)より、原田氏(チェンライRC)を通じて支援を行っております。内 

容としては収益を識字率向上に繋げている書物の購入や、タイのアカ族に文具等の物品 

を毎年送っております。本年は原田会長自ら、タイまで出向き物品支援を行いました。 
 

 

最後に 

 識字率の高低が、文化・経済力の高低、さらには先進・発展途上国と重なっているこ 

とが見て取れます。また、昨今の世界の紛争地域が、識字率７０％以下の地域と重なっ 

ているのがわかりました。 

 3 月の世界識字率向上月間をきっかけに、世界には沢山の非識字者がいる事実を知り 

皆で活動に参加する意識を高め、行動に移していかなければと感じた次第です。 
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お食事場所変更お知らせ 

3月4日例会から 

レストラン（くずはゴルフ場３F） 

でのお食事になります！ 

（お食事は12時より可能） 

  

   第1回情報集会のご案内  

 

○日 時：201５年３月1８日（水） 

     受付18:00～ 開会18:30～  

○場 所：木曽路 枚方店 枚方市堂山3-34-1 

            ☏072-805-0680 

○会 費：5,000円 

○その他：木曽路送迎バス有（希望者は事務局まで） 

○締 切：3月4日（水） 

 

ロータリーレート  

３月 １＄＝１１８円 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊稲田会員の卓話に！                  日野守之 

＊汗だくになった3分間スピーチを終えて        瀬川裕一 

○本日の配布物 

①３月４日週報 

②ロータリーの友3月号 

③卓話資料（中村会員） 

 ・コレステロールが高いってどういうこと？ 

 ・歩け、歩け、歩け 

 ・食生活改善計画 

④春のライラ案内 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信3月号 

②2015-16年度ロータリー手帳希望確認表 

 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

2/28地区財団補助金管理セミナー  小北、上山、原 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

3/7 PETS及び地区チーム研修セミナー  

                 小北、初木、木﨑、林宏毅 

3/28本・次年度社会奉仕委員長会議    稲田、源本 

4/11 次年度の為の地区協議会 

 

ニコニコ箱 合計 \6,000 累計     \753,240 

第１９４６回例会出席報告（２月２５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ２３名 ５１．１１％ 

第１９４３回 例会補正後 出席率  ８１．２５％ 

   メーク ３名  欠席 ９名   除外 ３名 

   夜間例会及び新入会員歓迎会のご案内 

 

○日 時：201５年４月８日（水） 

   例 会 18:00～樟葉ゴルフ場３F 

   歓迎会 19:00～中華料理ﾁｬｲﾅﾀﾞｲﾆﾝｸﾞみん 

              （くずはモール１F） 

○会 費：３,000円 

○締 切：3月27日（金） 

 

15-16予定者クラブ協議会開催のお知らせ 

・日 時 2015年3月18日(水)13:35～ 

・場 所 例会場（くずはゴルフ場３F） 

・出席者 次年度理事・役員、委員長 

・その他 クラブ協議会後に被選理事会を開催  


