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平成２７年３月第１例会 
 

＜点     鐘＞ 
  
＜ソ  ン  グ＞   

国歌斉唱 
我等の生業 
 

＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 皆様こんにちは。 
 今日は３月第１例会になります。よろしくお願いし
ます。 

  本来今日は、ソ・ブンキンさんの最終例会でした
が、来られなくなりましたので、急に会長の時間と
して話をすることになりましたので、今月３月は識
字率向上月間と言うことなので、簡単に世界の識字
率についてお話したいと思います。 

  ちなみに「読み・書き・計算」ができる能力のこ
とを「識字」と言います。逆に「読めない・書けな
い・計算できない」人のことを「非識字者」と呼び
ます。世界で文字の読み書きのできない人（非識字
者）は約７億７５００万人で、これは世界人口（15
歳以上）の６分の１にあたり、そのうち約３分の２ 

 は女性と言われています。特にサハラ以南のアフリ
カの識字率が低くなっています。その背景には戦争
や貧困、そして女性であるという理由だけで教育を
受けられない現実があります。教育が受けられない
ことで読み書き、計算ができないまま大人になって
いまい、そのために仕事に就けず収入が少ない状態
が続いてしまいます。そして、その子供達も貧しい

ために教育を受けることができない。という負の連
鎖となってしまうのです。 

  日本の識字率は、ほぼ１００％であるため日常生
活の中ではあまり意識することがないかもしれませ
んが、読み書き・計算は生きていくために必要であ
り、大切なものです。 

  ・電車に乗るとき 
  ・買い物をするとき 
  ・新聞を読むとき 
  ・書類を書くとき 
 私達は日常的に読み書き/計算を無意識に使ってい 
ます。 

  世界で文字の読み書きができると 
  ・母親が読み書きができると５歳未満の乳幼児死 

亡率が低い。 
  ・女性の識字率が高いと女児の就学率も高い。 
  ・成人識字率が高いと小学５年次まで在学する児 

童の割合も高い。 
  ・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。 
 として、貧困解決に効果があることは統計で表わさ 
れています。 
 ロータリーとしても識字率向上は１９８６年以来、 
国際ロータリーの強調事項です。地域社会で読み書 
きを向上させるプロジェクトを支援します。地域の 
識字率水準が、その地域の生活水準に直結するとい 
う観点から、この月間中に読み書き・計算のできな 
い人たちを援助するためにロータリー地域社会共同 
体ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、 
世界社会奉仕、ロータリーボランテｲア、その他の既 
存プログラムを通して識字率向上に取り組んでいま 
す。すべての人々が文字を読み書きできる様になる 
ためには、どうしたらよいでしょうか？私達にはど 
んなことができるでしょうか。是非考えてみて下さ 
い。なお、日本の識字率は数百年に亘って世界一だ 
と言われています。それについてはテーブルに１部 
ずつ置いてありますので興味のある方はどうぞご覧 
下さい。 
 それでは今日もよろしく願いします。 
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2014～2015 年度 国際ロータリークラブ第 2560 地区ガバナー 佐々木昌敏（小千谷 RC） 

                テーマ  「ロータリーはあなた自身から」 



＜ゲ ス ト＞   
 いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞   
 新津ＲＣ会長 山口高司 様 
  〃  創立６０周年実行委員長 荻野構一 様 
 
  
＜卓  上  花＞  
花   名／ モモ    
品 種 名／ バラ科 
原 産 地／ 中国 
生 産 地／ 福島県安達郡東和町 
       ３月３日は上巳（じょうみ）の日 
古代中国の陰暦に従ったものです。現在では３月末 
から４月中旬にあたります。 
梅～桃が咲くのにちなんで桃の節句と呼ばれるよう 
になりました。 

 
＜会員誕生祝い＞ 
     阿部 正機君  （３／ ９） 
     今井 重朗君  （３／２１） 
     齋藤 嘉昭君  （３／３０） 
   おめでとうございました！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
     赤井田 幸一君 奥様 茂子様（３／２９） 
     川名  一弘君 奥様 淳子様(３／３０) 
   おめでとうございました。ニコニコを宜しく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜結婚記念日＞ 
     小川 信正君 奥様 松子様（３／１８） 

齋藤 嘉昭君 奥様 朋子様（３／２１） 
風間啓一郎君 奥様 真由美様（３／２４） 

   おめでとうございました。 
 
＜お 食 事＞ 
  それではお食事をどうぞ！ 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正  前回の訂正 欠席者８名中１名 

メイキャップのため７５．００％に 
訂正します。 

  本日の出席  会員２８名中 １９名出席で 
６７．８６％でした。 

 ３月１００％出席者 １４年 佐々木健哉君 
 おめでとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 

＜幹事報告＞ 
１．国際ロータリー第２５６０地区 
  ガバナーエレクト 山本 和則様 

地区研修・協議会実行委員長 長谷川時雄様より 
「2015－16年度 地区協議会開催のご案内」が届
いております。 

  日時：２０１５年５月１０日（日） 
  会場：ホテルオークラ新潟 
  登録 受 付： ９：００～１０：００ 

研修・協議会：１０；００～１６：００ 
懇親会   ：１６：００～１７：３０ 
出席者：(1)クラブ役員(2015－16年度) 
   会長、幹事、クラブ奉仕(会員増強)委員長、 
   職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉

仕委員長、青少年奉仕委員長、米山記念奨
学委員長、ロータリー財団委員長、その他
会長が推薦する者 

    (2)地区役員(2015-16年度) 
登録料：1名 １３,０００円 
締切： ３月２０日(金)まで 
 

２．国際ロータリー第２５６０地区 
  2014-15年度財団委員長 渡辺 敏彦様 

補助金委員会委員長   田村 修様より 
  2015-16年度(山本年度) 
  RI財団地区補助金の活用に係る申請受付について 

ご案内が届いております。 
【受付方法】 
１．申請は年に 1回となります。 
２．申請の時期が事業を実施する年度の前年度の 

３月末までになります。 
３．申請には以下の２つの要件を満たすことが必 

要です。 
    ・クラブは資格認定覚書(MOU)に署名し、地区 

に提出すること。 
・地区の第２回財団セミナー・補助金管理セ 

ミナーに参加すること。 
(2015年 2月 14日開催)  

 
地区補助金申請 

    締切日：２０１５年３月３１日(火)必着 
  
３．ロータリー地域協働ネットワークセンター長 

             鈴木 重壱 様より 
「RC地域協働ネットワークセンター」クラブ連絡
員登録のお願いが届いております。 

  連絡員をご推薦下さい。 
  締切日：３月３０日(月)まで 
 
＜委員会報告＞ 
  ございません。 
 
 本日おいでの 

新津ロータリークラブ山口高司会長 
  創立６０周年実行委員長荻野構一様から 
  「日頃の親睦の御礼と６０周年記念事業に関する

報告とお詫び」の挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜プログラム＞ 
 ◇担当：会長・幹事 
   ソ・ブンキンさんが昨日連絡があり飛行機の遅 

れで現在韓国から日本に向かって居るところなの 
で今日卓話を依頼していたのですが出来ませんの 
で来週第２例会１０日(火)に動かしました。 
よって来週の卓話予定者です青少年奉仕委員長 

小川信正君より卓話をして貰います。 
 

           卓話：海岸漂着物対策に 
ついて 

 
 
 
 
 
 
 
 
ニコニコボックス  
 
◇  当クラブの創立６０周年事業が４月２５日に開 

催されます。ご報告にうかがいますことが大変遅 
くなりましたことをおわび申し上げます。 
 当クラブ会長、実行委員長とで少しお時間をい 
ただきますが、よろしくお願い申し上げます。 
         新津ロータリークラブ 
         会長    山口 高司 様 
         実行委員長 荻野 構一 様 
 

◇ 新津ＲＣ創立６０周年大変おめでとうございます。 
            会長 渡邊 嘉子君 
            幹事 草野  満君 
 

◇ 誕生月です、７８歳の長老です。（重朗です） 
             会長 今井 重朗君 

 
◇ 私の大事な奥方様の誕生祝ありがとうございます。 

一緒になってもう何十年間の春をこえて参りまし
たが、これからも春を一緒に過ごすことが出来る
のは何回経験出来るか？先のことは誰も判りませ
ん。少し考えをあらためて見なければならないで
しょうか？           赤井田幸一君 

 
◇ １００％出席バッジありがとうございます。 
                  佐々木健哉君 
◇ 女房の誕生祝有難うございます。 

ロータリー活動が出来るのも、そのお陰かもしれ 
ませんね。           川名 一弘君 

 
◇ 早退させて頂きます。 

                保坂 勝志君 
 
◇ 本日も早退いたします。 

                望月 治 君 
 
  本日の合計 10,000円  （累計 287,600円） 
 
米山ボックス 
 
◇ 今日は、耳の日最近聴力が落ちてきたので大事 

にしたいと思います。 
新津ロータリークラブの山口会長、三村さん、 
荻野さんようこそ我がクラブへ歓迎致します。 
                山田 道夫君 
 

◇ 結婚記念祝ありがとうございます。 
                  小川 信正君 

 
本日の合計 2,000 円  （累計 57,608円） 

＜点 鐘＞ 
  本日の例会を終わります。 
 
 


