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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2670 回例会 平成 27 年 9 月 4 日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   川島 利昭 会員リーダー 

先月の出席率は 67.32％でした。催し物が多く移動例会となりましたので、若干出席率が

落ちております。2 カ月が経過した段階で、小川会員、設楽会員が 100％、あと 40 名ほど

それに続いて 100％出席の方がいらっしゃいます。9 月も 100％目指して続けて行きたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  後藤 敦 会員 

毎月、抽選にご協力いただきありがとうございます。皆様からのご希望なども添えながら、

楽しく、その中で規律のある例会を継続して行きたいと思っておりますので、引き続きご

協力お願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      橘昌孝 会員 

◇ 誕生日   

高橋 晋会員 昭和 15.9.25、沢田喜信会員（欠） 昭和 15.9.27  

佐瀬和年会員 昭和 22.9.5、小泉英夫会員 昭和 24.9.13  

本宮昌則会員 昭和 33.9.11  

小池正昭会員（欠） 昭和 41.9.18  

小柳政和会員 昭和 41.9.25  

◇ 結婚記念日 

小柳政和会員 平成 5.9.15  

吉田稔会員（欠） 昭和 62.9.15  

 

◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：地区米山記念奨学委員会報告を兼ねてニコニ

コさせていただきます。地区米山記念奨学会で 8 月 23 日（日）成

田ビューホテルを会場にクラブ米山委員長セミナーを行い、無事

に終了しました。4 月のオリエンテーションに始まり、6 月の奨学

生研修会、7 月の奨学生・カウンセラー指導教授研修会と続いて

きた研修会・セミナーも一段落し、これから次年度募集に向けた

動きが本格化します。次年度は地区割り当て人数が 24 人から 26 人になりますので成田ロ

ータリークラブでもまた世話クラブになっていただけますと有り難く思います。 
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大澤 浩一 会員：27 日、インターアクトの年次大会がありました。

会長、神崎奉仕プロジェクト委員長、橘会員にも参加していただき

ました。帰りには、橘先生行きつけの素晴らしいイタリアンのお店

で生徒、顧問共々ごちそうになってしまいました。それともう一つ、

8 月 4 日、警視庁の総監が代わりました。高橋清孝氏で本校の卒業生

です。小泉市長と同級生で、うちの学校にも同級生が二人おります。

以上のことでニコニコいたします。 

 

佐藤 英雄 会員：ニコニコではなくお詫びいたします。先週の月

見例会の集合時間に大変遅れてしまい、皆様にご迷惑をお掛けして

しまいました。この場をお借りしお詫び申し上げます。実は、4 時

半に京成成田駅下の停留所で待っておりました。しかし誰も来ない

しバスもない。帰ろうと思い JR 成田駅の方へ行きましたらマイク

ロバスに 20 名ほどの方が乗っていらっしゃいました。皆様に怒られ

ながら乗車しましたが、もう一人交通機関の遅れで遅い方がいらっしゃったので助かりま

した。 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

大澤会員がニコニコＢＯＸで話されていたように、8 月 27

日、茂原樟陽高校で行われたインターアクト年次大会の帰り

に、橘会員の計らいで、成田高校の女生徒 3 名、顧問の教員

1 名を交えて、成田市内のイタリアンレストランで豪華な夕

食のご招待に与りました。その席上、橘会員は成田ロータリ

ークラブと成田高校インターアクトクラブが、これまでに行

ってきた活動や交流についてお話になりました。私も嘗て橘

会員と共にインターアクトクラブを担当させて戴いた事がありましたので、インターアク

ト関連の話をするチャンスを戴きました。大人と子供たちの交わり方、この場は高校生で

すが、私が日曜学校の子供たちを安全で楽しいキャンプをさせる為の訓練を受けた時の話

をしました。話の舞台はカリフォルニア California でしたので、日曜学校の子供たちと言

っても年齢幅があるようです。豪華な夕食を食べながら話した内容が、今月のロータリー

クラブ標語である「基本的教育と識字率向上」に当てはまる事柄でしたのでお話いたしま

す。 

 私たち日曜学校教師訓練生は 4～5 人のチームになって、急な山道、大きな倒木のある森

林地帯を、教官のジョーク溢れる指導を授かりながらタホ湖 Lake Tahoe キャンプ地点を

目指するのですが、移動の際にチームから逸れないようにチームの旗を作って先頭の者が

持って歩きなさい。と言う指示が出されました。私たちは与えられた材料である、鹿革と

絵の具で見事な鷲の絵を描きました。そしてイーグルと言う文字を書こうとした時の事で

す。「あれ！イーグルって、どう書くんだっけ？」教官に聞く事になりました。教官は「私

は字が書けない、読むことも少しだけ」と言うのです。「ボスに書いてもらってくる」と言

って、Eagle と文字の書かれたメモ紙を持って来てくれました。私は文盲の人に逢ったの

は初めてです。しかし、このように堂々と教官をしている。日本人の感覚では信じられな

い場面でした。キャンプファイヤー campfire でも、会話で楽しませてくれました。 

識字率の向上は経済の発展に大きな影響を与えると同時に、所得の向上による文化的な

生活環境の構築に大きく寄与します。成田ロータリークラブは、世界にもっと目を向けて

まいりましょう。 
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◇ 表彰 

米山記念奨学委員会 

小寺 真澄 会員  第 2 回マルチプル 

 

◇ 委員会報告 

・地区 RLI 推進委員会  諸岡 靖彦 委員長 

当地区ではここ 3 年ほど RLI のカリキュラムによる研修が行われ

ています。RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の学習プロ

グラムは、ロータリーの世界的な草の根運動として積み上げられ

てきたロータリーの自己啓発プログラムであり、日本では 2008 年

から導入されました。2790 地区では、今年から RLI 推進委員会と

して認知していただき Part1、Part2、Part3、卒後コースと所定

のカリキュラムに沿う研修会が今年度は10月からスタートします。

昨日付で地区内全クラブの会長さん宛に『RLI‐Part1 開催のご案内』という文章を発信さ

せていただきました。ロータリアンの自己啓発のために、そしてまたクラブの活性化を目

指すための人材を作っていこうというプログラムです。当クラブは率先して参加しており

まして、昨年度も石川会員、成田会員、堀口会員、平山会員にご参加を頂きました。今年

度も会長推薦という事でお願いをするわけですが、将来のクラブのリーダーとなる方々、

そしてまた次世代のクラブの中核になっていただけるような方々に参加して頂きたいと思

います。ロータリーに入会してロータリーの面白さを知っていただく、またロータリーで

色んな活動をしていきたい、ロータリーで得た色々な事をそれぞれの事業、実業社会に活

用いただく、色んなことが可能です。是非クラブ会長宛に申し出ていただき、一人でも多

くの方にご参加いただきたいと思います。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・週報  冨里ＲＣ、成田空港南ＲＣ 

・活動計画書 成田空港南ＲＣ 

・例会変更  八街ＲＣ、冨里ＲＣ、印西ＲＣ、白井ＲＣ、成田コスモポリタンＲＣ 

多古ＲＣ 

・八街 RC 創立 50 周年記念ゴルフ大会のご案内 

・ＲＬＩパートⅠの開催ご案内 

10/4（日）千葉県青少年女性会館  

受付 9：00 開会 9：30～17：00 

・新会員研修セミナーのご案内（3 年未満の会員） 

10/12（月）ＴＫＰガーデンシティ千葉  

登録 13：00 セミナー13：30 

・ＲＩＤ2790 地区二輪走友会ツーリング（仮称）のご案内 

・財団室ＮＥＷＳ9 月号 

・国際大会で世界とつながろう 

・国際交流協会 NEWSLETTER９月号 

≪連絡≫ 

・ロータリーの友英語版の注文書 

希望者は事務局まで 

・読売新聞林成田支局長さんが転勤、新成田支局長は松本さんです。 
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◇ 基本的教育と識字率向上についてのグループディスカッション 

プログラム委員会より第一例会は月間についてのグループディスカッションをという提案

がありましたので 9 月より実施いたします。結論には拘らず、その場で出た意見を発表し

て頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎Ａテーブル  発表者 成田 温 会員 

・基本的教育とは 0～6 歳の教育で親が良し悪しを教えること。 

・字の書けない 15 歳以上の人が 7 億 7500 万人以上居るとは、い

まさらながら驚きである。それに対して我々はロータリー財

団への寄付で貢献していると認識はしているが、財団が具体

的にどの国にどのくらいの援助をしているかは知らない。 

・貧困による餓死者が世界でどのくらいいるかは分からないが、

そちらの解決が先ではないか。生活の余裕がなければ教育も

  従 来   ２０１５年７月から 

８月 会員増強・拡大 変更なし 会員増強・拡大月間 

９月 青少年 具体化 基本的教育と識字率向上月間 

    新 規 ロータリーの友月間(日本のみ) 

１０月 職業奉仕 具体化 経済と地域社会の発展月間 

  米山 変更なし 米山月間(日本のみ) 

１１月 ロータリー財団 変更なし ロータリー財団月間 

１２月 家 族 新 規 疾病予防と治療月間 

１月 ロータリー理解推進 従来を移動 職業奉仕月間 

２月 世界理解推進 具体化 平和と紛争予防／紛争解決月間 

３月 識字率向上 新 規 水と衛生月間 

４月 雑 誌 新 規 母子の健康月間 

５月   従来を移動 青少年奉仕月間 

６月 ロータリー親睦活動 変更なし ロータリー親睦活動月間 

世界には、学校教育が受けられない子供たちが 6,700 万人、読み書きができない 15 歳

以上の人たちが 7 億 7,500 万人以上います。ロータリーは、世界の地域社会で、テクノ

ロジー、教員研修、職業研修チーム、給食、廉価な教科書を提供する教育プロジェクト

を支援しており、地域社会が基本的教育と識字率、教育機会における男女差、成人の識

字教育を自力で改善できるよう、その能力を高めることを目標としています。 

＜ＲＩホームページより＞ 
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できないのでは？ 

・教育しなければ貧困もなくならないのでは？ 

・教育に関しても日本でも均等に機会が与えられているとはいえない。親の年収で決まっ

てしまう。また、男女の不平等も教育がしっかりなされているとは思えない。 

・関心を持つ良い機会にしましょう。 

 

◎Ｂテーブル  発表者 杉浦 健 会員 

日本ではほぼ教育が出来ているが世界では格差があり、貧困、

戦争の要因になっているという現状認識である。撲滅ができない

のはイスラム圏での女性の教育がなされていない、それに対して

偏見的なことがある。皆さんで知見を深める必要がある。その上

でロータリーとしてできることは何か。 

一つは識字率向上に資する財団への寄付等々。具体的に今でき

る事として、ユネスコの寺子屋支援、元米山記念奨学生であるシ

ルネンさんのモンゴルの学校への支援など。また直接的な財団への寄付に加えて、青年海

外協力隊など一般の方への支援の有り方もあるのではないか。 

最後にユネスコの調査でモバイルが本より普及しているという報告がある。これを活用

し識字率が大幅に向上したという調査データーが出ている。新たな支援のあり方ではない

だろうか。 

  

◎Ｃテーブル  発表者 小柳 政和 会員 

当クラブでのこの奉仕活動の例は記憶にない。かつて例会で成田

数正元会員や柴田實元会員が識字率向上の話をしていたことはあ

った。 

○ 平成１２～１４年にわたって、日本ユネスコ協会が「世界寺子

屋運動を広めよう」の活動が行なわれた。当時、成田ユネス

コ協会の会長であった柴田實元会員が当クラブの例会で数回

募金を行なった。 

  平成１５年９月５日、例会でこの活動の報告があり、「世界寺子屋運動を広めよう」の

活動で、ベトナムに４０箇所の寺子屋を建設しこの運動を終了したという。 

○ ロータリークラブが識字率の向上という運動を展開していることをロータリアンに周

知させることが必要かと考える。こうした奉仕活動は地区単位で行なうか、各ロータ

リークラブが個々に行なっているのが現状のように思う。 

 

◎Ｄテーブル  発表者 小寺 真澄 会員 

日本の現状としては、ほとんど全ての人ができるのではないか、

海外はイスラムとか以前は平和だったが社会的なモラルが崩れてい

る、この辺の教育がなされず難民になっている。難民になり基本的

な教育がなされない。このことについて、海外での安定した平和が

守られないために日本での就職活動をする海外の人が増えている。

三里塚地域などでは、海外から日本へ来て、親は日本語が話せるが、子供は全く話せない、

それが授業の妨げになっているという事実がある。元会員である柴田さんが寺子屋運動を

推進されていた。それをこの状態の中で当てはめるのはかなり難しいので、その辺の力添

えをロータリーができればいいのではないか。 

 

◎Ｅテーブル  発表者 小坂 裕巳 会員 
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・事前に調べてきていただいた方の報告によると、世界で識字率 1 位はキューバ、2 位エ

ストニア、3 位ラトビア、日本は 35 位であり、経済力と一致しない結果であった。 

・幼児教育に関係する方から、文字を覚えると人間の記憶力は低下する。文字が読めない

と体験の範囲内までであり、それ以上の成長はない。 

・日本語は、少数民族が使用する言語であるが、寺小屋に端を発する教育の成果で識字率

が高く、世界の中で存在感が高くなっている。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 
第 3 回理事・役員会 

 

１．９，１０月の例会及び事業、行事計画の確認 

９月の予定  

４日 (金) 月初例会 第 3 回理事・役員会 

１１日 (金) 通常例会  

 １８日 (金) 通常例会 成田高等学校インターアクトクラブ来訪 

 ２５日 (金) 通常例会 ガバナー補佐訪問 

１０月の予定  

２日 (金) 月初例会 第 4 回理事・役員会 

９日 (金) ガバナー公式訪問  

１６日 (金) 親睦旅行 16日（金）～18日（日）親睦旅行  

２３日 (金) 通常例会  

３０日 (金) 通常例会  

※9月 8日（火）第 2回インターアクト合同会議及び国外研修保護者説明   大澤会員出席予定 
 10 月 5日（月）地区大会記念ゴルフ大会   レイクウッド総成カントリークラブ 13名参加 
近藤、小川、小宮山、諸岡、成田、神﨑、仲村、平山、佐久間、長原、吉田、音花、齊藤 各会員 
 10 月 10日（土）地区奉仕プロジェクト委員会セミナー 13:30点鐘    
佐瀬会長、神﨑会員、齊藤会員、佐藤会員、成田会員参加予定                      承認 

２．2016-17地区幹事・月信委員の派遣依頼の件     地区幹事：神﨑 誠会員、月信委員は検討中    承認 
３．メディア協議会の件 
 9月 15日（火）18:30～ 成田Ｕ－シティホテル 会員会費 4,000円、メディア会費 1,000円        承認 
４．ライラセミナーの件 
 参加者 1名（16～30歳 男子 1名、女子 1名）につき 15,000円 クラブで負担              承認 
５．親睦旅行の件 
親睦旅行 一人 25,000円補助 

６．八街ＲＣ創立 50周年記念ゴルフ大会 
 クラブ負担金 30,000円、個人エントリー費 3,000円 クラブで負担、プレー代は個人払い         承認 
７．モンゴル支援の件 
 11月に佐瀬会長、堀口会員、平山会員でモンゴルへ下見に行き、援助を検討               承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 8 月 19日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

佐瀬 和年、橘 昌孝、神﨑 誠、大澤 浩一 各会員 8 月 27日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会 

渡辺 孝 会員 9 月 2日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

堀口 路加 会員 9 月 2日 大網ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

堀口 路加 会員 9 月 3日 東金ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

佐瀬 和年、成田 温、神﨑 誠、深堀 伸之、後藤 敦、甲田 直
弘 小坂 裕巳 各会員 

9 月 4日 第 3回理事・役員会 

堀口 路加 会員 9 月 5日 米山学友会ＢＢＱ大会 

堀口 路加 会員 9 月 9日 八街ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

堀口 路加 会員 9 月 10日 地区米山記念奨学委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ３８ ２３ ６２．３％ ６３．９３％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


