
本日のロータリーソング「四つのテスト」  

1.真実かどうか 2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのために なるかどうか 

のロータリーソング「それでこそロータリー」 

どこであっても やあと言おうよ 見つけた時にゃ 

おいと呼ぼうよ 遠い時には 手を振り合おうよ 

それでこそ ローローロータリー 

求むるところは やわらぎむつみ 力むるところは  

向上 奉仕  おゝロータリアン 我等の集い 

 

２０１５年９月８日発行                 第２７２２回例会 

 

―本日のプログラム― 

5分間卓話 

 

 

 

 

 

 

―次回以降のプログラム― 

9/15 新会員卓話 関口会員 

9/22 祝日休会 

9/29 新会員卓話 片平会員 

 

 

第 2721回例会記録（2015年 9月 1日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 君が代/奉仕の理想 

ゲスト リュウ カヒン君（米山奨学生） 

会長報告 

糸賀会長 

・8/20 国民体育大会龍ヶ崎準備委員会の 

設立総会がありました。4年後の茨城国体 

で、たつのこアリーナが柔道の会場になり 

ますので、4名の方が委員になりました。当 

クラブから私が委員に選出され、市長から 

委嘱状がきました。 

・本日、クラブ現況報告書と会員手帳を配布致しました。作成に当たって、

ご協力頂いた寺田幹事はじめ皆様に感謝申し上げます。万が一修正箇所

がございましたら、お申しつけ下さい。よろしくお願い致します。 

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



幹事報告 

寺田幹事 

 

 

 

 

 

 

受付書類： 

・ガバナー事務所より 

①９月のロータリーレート 1 ドル 124円 

②米山カウンセラー米山奨学生との交流会 

開催の案内。当クラブからは工藤カウンセラー 

と米山奨学生のリュウカヒン君が参加致します。 

回覧：ロータリー財団 News、アンコールワット 9/1 号、龍ヶ崎教育の日推進事

業教育講演会「こどもたちに輝ける未来を」11/5（木）市民会館 13：00～ 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

会員 33名、出席 29名、出席免除 1名（北君）      出席率：90.63％ 

先々週の訂正出席率：87.50％ 

欠席： 秋田君、杉野君、倉沢君 

メークアップ： 阿部君（東京葛飾 RC）・倉沢君、沼野君（波崎 RC公式訪問） 

池田君（龍ヶ崎中央 RC） 

ガバナー事務所 

大竹副幹事 

 

ガバナー事務所からのお願いです。本日ガバナー公式訪問の引率者リスト

を配布致しました。ピンクで消してあるのは会長幹事と会計で行きますの

で、それ以外で協力して頂けるところを私までお願い致します。 

 

 

地区研究会報告 

                   

地区ホームページ運営委員  工藤 克昌 君 

2820地区クラブ奉仕・社会奉仕合同研究会の報告をさせて頂き 

ます。 

ひとつは、「ストップ・ザ・風化」ということで講演がございました。 

3.11がどうも風化してきているのではないかということで、ロータ 

リークラブでも特別例会を 3.11に合わせて開いたらどうかという 

提言がございました。 

分科会ではクラブ奉仕へ出させて頂き、「元気なクラブ作り」という前橋ロータリークラブがどう

やって会員増強をしているかという披露がございました。 

最後に、My Rotaryの登録についてですが、現在この登録がなかなか進んでおらず、その対策の

為に次回の例会時にでも、まだ登録されていない方をお聞きしたいと思いますので、ご協力をよろ

しくお願い致します。 

ホームページ運営委員会の方ですが、杉野委員長の代理で出席して参りました。現在ホームペ

ージが出来てないクラブが 19クラブほどあるそうです。それを早めに作って頂いて、ガバナーの

ホームページからリンクできるようお願いをして参りました。以上でございます。 

 



米山記念奨学会委員長   毛利 昭男 君 

8/1 水戸三の丸ホテルで米山奨学会の委員長とカウンセラーの 

合同セミナーがございました。当クラブからは倉沢ガバナー、菊地 

さん、工藤さん、私の 4 人で出席致しました。 

総括委員長の菊池さん、当クラブの学友委員長の菊地さん、学友 

会というのは、沢山いる米山奨学生の OBの会です。そして司会の 

菊池さん、この「3きくち」が中心になりこの会は進みました。 

会議では、米山の寄付を如何に集めるかということが中心になりました。当クラブは、スポンサー

クラブである土浦の指導がよく、昔から米山に力を入れており、非常に寄付金額が高く、一人平均

39,000円台ぐらいで、これは地区内で 2 位です。1 位が水戸西クラブで、この差は 120円でした。 

土浦は地区内で初めて 1億を突破したということで、先日の会長幹事会で表彰されていました。 

当クラブは現在 7700万ぐらいになります。それで、会議でも何故そんなにいいのかと突然指名さ

れて聞かれました。帰宅してからよくよく聞いてみると、一人 3 万円以外に余計に出して下さった方

がいらっしゃったからだというのがわかりました。 

 米山への寄付も税金控除で優遇されます。幹事から発行される領収書はあまり意味がなく、11月

に米山記念奨学会からくる領収書を添付して確定申告に出して下さい。 

 

「基本的教育と識字率向上月間」卓話             渡利 千里 君 

１．識字率向上月間の移り変わり、 

1986年以来、ＲＩの強調事項の中に識字率向上がありま 

すが、1997年にＲＩ理事会は毎年 7月を識字率向上月間と 

定めました。ところが 200６年からそれが 3月に移行され、 

さらに今年度から９月が「基本的教育と識字率向上月間」と 

名前を変えて新たな特別月間になりました。 

 これを機会に、ロータリアンは識字の問題を再認識し、各ロータリー・クラブは識字率向上

に関する認識を高め、あるいは独自の識字プログラムを開発したりして世界から非識字を撲滅

しようと努力することにしています。 

 

２．識字率とは、 

15 歳以上で自分の名前や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で、

国により大きな差があります。ユネスコの推計によれば、世界で 8億人の人々が基本的な読み

書き能力がなく、女性の非識字人口は５億人以上とのことです。 

識字率 95％以上：日本、キューバ、エストニア、カザフスタン、ロシア、ハンガリー、ポーランド、オーストラリア、オーストリア、カナダ、 

デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、北朝鮮、韓国、ノルウェー、スウェーデン、イギリス、アメリカ、イタリア、スペイン、

ルーマニア、アルゼンチン、モンゴル、中国など。 

50％以下： パキスタン、 モーリタニア、 バングラデシュ、 コートジボワール、 中央アフリカ、 モザンビーク、 トーゴ、 ブータン、 ギニアビサウ、  

       東ティモール、 セネガル、 ガンビア、 ベナン、 シエラレオネ、 ギニア、 アフガニスタン、 ソマリア、 チャド、 ブルキナファソ、  

       ニジェール、 エチオピア、 南スーダン、 マリなど。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%87%E3%82%B7%E3%83%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B8%E3%83%9C%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%93%E3%82%B5%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%8D%E3%82%AC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8A%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%8A%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%94%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD


             2013 年の国ごとの識字率を示した世界地図 (2013 年国連 Individual statistics departments) 灰色 = データなし 

 

３．日本の識字率について考える、  

日本の識字率は、数百年前から世界のトップであり、室町時代・江戸時代の武士はほぼ 100%

読み書きができ、商家や農民でも男子では半数はできたと言われます。 寺子屋の存在が大き

いが、この制度は庶民の熱意で自然発生した世界的にも稀有なものでした。 当時の日本は、重

要なことは役所や国がやるべきだなどという発想はなく、自分にとって重要であるならば、自

分たちで自治的に運営するのが当たり前という感覚を持っていました。 

 

４．識字率向上を目指す活動、 

 読み書き・計算能力が社会に与える恩恵は、議論の余地がありません。識字社会では内戦も

少なく、経済発展もより速やかなのが一般的です。また、読み書き能力のある人々は地域社会

の健康問題について認識しているため、より健康で長命であると言えます。そして非識字の女

性などが読み書きと簡単な計算を行なう能力を新たに持てば、教育的、社会的、経済的に明る

い人生を送ることになるでしょう。そのために識字率向上を目指す運動をロータリークラブな

どがいろいろとしています。 

 

※ ライトハウス識字プロジェクト 

 この運動は、タイで最初に実施され、その後多くの発展途上国で成功を収めています。灯台

が安全な航路を示すように、教育に尽力して識字を通じて人々に歩む道を示すことを目的とし

ています。 

※ 語学力集中研修講座１ 

 タイの学校向けに開発された教授方法で、読み書きを中心とした識字教育を目的としてタイ

のすべての国立学校で採用されているほか、多くの発展途上国で取り入れられています。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Analfabetismo2013unesco.png


※ 語学力集中研修講座２ 

 バングラデシュでは、ダッカのロータリークラブが実施した語学力集中研修講座と呼ばれる

識字プロジェクトが、国の教育カリキュラムを革命的に変えました。プロジェクトは、児童の

讀解力を言葉や物語を演じたり、歌や踊りを通して活動的に学ぶものです。  

※ ボランティアとして教える 

 インドでは非識字者の数がここ５０年の間に１億人以上増加していますが、この増加は援助

源の欠如と高出産率に起因するものです。 この問題に取り組むため、第 3010地区のロータ

リアンは、デリー学校識字プロジェクトを援助する 識字キャンペーンと名づけられた革新的な

プロジェクトに着手して非識字者を探し出し、指導しています。 

※ 職場で従業員を教育 

 1998年、ブラジル、サンパウロの ロータリークラブは、「職場での教育」と呼ばれる識字

プロジェクトを開始しました。会社が従業員に補修授業をするよう呼びかけ職場に識字プログ

ラムを設立しました。  

※ 学校を救う 

 フィリピンの貧しい田舎の小学校で火事があり、校舎を焼き尽くしてしまった時、ロータリ

ークラブ会員が一体となって学校を再建して学業の援助を行いました。 

※ 海外に書籍を送る 

 オーストラリアのロータリークラブではインターアクト・クラブで集めた1000冊の書籍を、

荷造りをして、補助金を足してパプアニューギニアの学校図書室に送りました。 

※ 「赤ちゃんのための本」を寄付 

 ニューヨークのロータリークラブは数年に亘り、「赤ちゃんのための本」というプロジェク

トを実施しており、地元の病院で新しく母親になった女性の全てに識字資料および子どもに読

んできかせる本が詰まった買い物袋を渡しています。 

               

 

８月 23日（日）第 1回会長・幹事会 於： ホテル マロウド筑波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9月祝事 

親睦 

滝澤委員長 

 

 

お誕生日が秋田さん。奥様・ご主人様お誕生日が佐伯節子さん、菊地規子

さん、杉野三千代さん、毛利貞子さん、石嶋貞子さん、田坂民雄さんです。お

誕生日祝いを糸賀会長より渡して頂きます。 

結婚記念日の工藤ご夫妻と佐伯ご夫妻には、ご自宅へ直接お花をお届け

致します。 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥5．０００ 佐伯君 誕生日祝いと結婚記念日祝いを頂きました。 

￥５．０００ 池田君 軽井沢にてゴルフをプレーし、セブンオーバーで回ってきました。先週、山崎さんにお世話になり 

ました。 

￥３，０００ 渡利君 今日、卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

￥３．０００ 菊地君 妻の誕生日祝いを頂きました。 

￥３，０００ 石嶋君 妻の誕生日祝いを頂きました。 

￥３，０００ 毛利君 妻の誕生日祝いを頂きました。 

￥３，０００ 田坂君 主人の誕生日祝いを頂きました。渡利さん「月信」の最終校正いつもありがとうございます。週報 

に写真が載りました。 

￥２，０００ 工藤君 結婚記念日祝いを頂きありがとうございます。 

￥２，０００ 若井君 会長幹事会の写真を糸賀会長より頂きました。 

￥２，０００ 小島（孝）君 写真を糸賀会長より頂きました。週報に写真が載りました。 

￥２，０００ 沼野君 写真を糸賀会長より頂きました。週報に写真が載りました。 

￥２,０００ 岩田君 糸賀会長から頂きました。写真を頂きました。 

￥２,０００ 寺田君 写真を渡利さんから頂きました。 

￥２,０００ 山崎君 写真を糸賀会長から頂きました。 

￥1,０００ 大竹君 写真を糸賀会長から頂きました。 

￥1,０００ 荒井君 早退します。 

￥1,０００ 阿部君 早退します。 

￥1,０００ 佐伯君 写真を糸賀会長から頂きました。 

         小計 18 件 ￥43,000    累計 102件 ￥422,000 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに、山崎副ＳＡＡ（電話 090-3242-6803）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820地区・第 7 分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   創立：1959年 11月 25 日 

☆会長・糸賀祥治 ☆幹事・寺田寿夫 ☆ＳＡＡ・池田八郎 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011竜ヶ崎市横町 4209 電話 0297-62-2112 

☆ 例会日：火曜日・12：30～13：30                URL:   http://ryugasaki-rc.org/ 

☆ スポンサークラブ：土浦ロータリークラブ ☆姉妹クラブ：仙台東ロータリークラブ 

http://ryugasaki-rc.org/

