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第1097 回 例会 №

9月の月間 テーマ

基本的教育と識字率向上月間

平成28年9月29日（木）

本日の例会プログラム 委員会スピーチ

基本教育と識字率向上について 場所

会長の時間

11
AM7：30～8：30

アートホテルズ

なぜロータリーに入会するのか？

2F

ローアン

河﨑 高麗男

昨晩は北海道日本ハムファイターズがパーリーグで優勝、大変盛り上がって居たのではないで
しょうか。また今月は基本教育と識字率向上月間であります。本日の委員会スピーチは竹澤国際
委員長ですので宜しくお願い致します。
「あなたの心に触れたのは誰ですか？ロータリーの増強と退会防止の取組み」の中で「なぜロー
タリーに入会するのか？」のRIに対する質問に対し、リチャード・キング2001～02年度会長が
ロータリアンの皆さんに感銘の受けた20の回答がありますので紹介したいと思います。
1. 友
 情

ますます複雑化する世界で、ロータリーは、最も基本的な人間のニーズの一つであ

る友人と親睦を提供します。これは 1905 年にロータリーが創設された2つの 理由の中の 1 つで
す。
2. ビ
 ジネス上の発展

ロータリーが創設されたもう 1つの元々の理由です。誰でもネット

ワークが必要です。ロータリーは全てのビジネス社会を網羅する横断的な組織です。会員は、あらゆる職業の人々が参加して
います。ロータリアンはお互いに助け合 い、団体として他者を助けます。
3.  個人的成長と発展

ロータリーの会員は、人間関係を発展させ、自身を切磋琢磨するために、教育を受け、個人的に成長し

続けます。
4. リ
 ーダーシップ開発

ロータリーは、指導者や成功者から成る組織です。ロータリーで役職に就いて奉仕することは、いか

にしてリーダーたちを奮起させ、影響を与え、 導くかという、リーダーシップの大学教育のようなものです。
5. 地
 域社会の市民たること

ロータリー・クラブの会員となることは、より良い地域社会の構成員となることです。一般に、

ロータリー・クラブは地域社会の最も活動的 な市民から構成されます。
6. 教
 育の継続

ロータリーでは、毎週、地域社会、国、世界で何が起っているのかという情報を与えるプログラムが用意され

ています。さまざまな講演者が各人各様な議 題について話します。
7. 楽
 しみ

ロータリーは楽しい所です。大変楽しい所です。どの会合も楽しく、クラブ・プロジェクトも楽しく、社交活動も

楽しく、奉仕も楽しいのです。
8. 人
 前で話す術の養成

ロータリーに入会する人々の多くは、人前で話すのを怖がり ます。ロータリーは人前で講演するため

の自信やこつを身に付けさせ、その機会を与 えます。
9. 世
 界の市民たること

どのロータリアンも「国際ロータリー」と書かれたピンを身 につけます。そして、その誰もが 188 カ

国、地域にある 28,000 のクラブへの出席を 歓迎され、奨励さえされています。地球上で、ロータリー・クラブのない所はほ
とんどありません。各自の地域社会で、世界の地域社会で、直ちに友人を持つことになります。
10. 旅行中の援助  ロータリー・クラブは至る所にあるため、これまでに多くのロータ リアンが、旅先で、医師、弁護士、ホテ
ル、歯科医、助言など必要なものをロータリーを通して即座に得ています。
★時間の関係も有りますので次週に残りの11～20についてお話しさせて頂きますので会長の時間を終わります。

識字率向上月間にあたって

竹澤会員

識字率向上月間（Literacy Month）と、その意義
識字率向上は1986年以来、国際ロータリーの強調事項ですが、1997年7月の会
合で理事会は毎年7月を識字率向上月間と定めました。ところが2005年7月の理
事会決定で、2006～07年度より7月から3月に移行しました。
これを機会に、わたし達ロータリアンは識字の問題を再認識し、各ロータ
リー・クラブや地区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、世界的に非識字を撲滅しようとするロータリアンの努
力に対する認識を向上させる絶好の機会です。

識字率の向上
ユネスコの推計によれば、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、女性・女子は世
界の非識字人口の64％以上を占めています。この割合は1990年以降ほぼ変わっていません
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であるのが一般的です。また、読み書き能力のある人々の方が、地域社会の健康問題
について認識しているため、一般的により健康であると言えます。そして女性にとって、読み書きと簡単
な計算を行なう能力は、教育的、社会的、経済的機会への扉を開く可能性があります。
辞書の寄贈、学校建設、個人指導者としての奉仕のいずれの形をとるにしろ、ロータリアンは識字率を高
める活動を積極的に行っています。
RI理事会は、世界中で識字能力の大切さを強調するとともに、独自の識字率向上プロジェクトを開発し、
ロータリアンが世界で行う非識字根絶の取り組みについて広報する絶好の機会をロータリー・クラブと地
区に与えるため、3月を識字率向上月間と定めました。
※ ライトハウス識字プロジェクト（Lighthouses Literacy Project）
1997～98年度国際ロータリー識字・計算能力向上実行グループは、発展途上国の10億人に識字能力向上
を推進するキャンペーンを具体化し、世界中のロータリアンに参加するよう呼びかけました。RIのこの識
字能力向上プログラムは「ライトハウス（灯台）作戦」と名付けられ、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、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。ライトハウス・プロジェクト（ライトハウス作戦）は、識字率
向上プログラムを開発するための３Hプログラムから生まれました。
※ 語学力集中研修講座（CLE：Concentrated Language Encounter）
CLEは最初、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い
ます。現地で教育プログラムの内容が決められるので、自分たちの文化遺産に対する理解を深め、さらに
保健・環境その他の問題への認識を高めるのに役立っています。 RIのライトハウス・プロジェクトは、
オーストラリアの言語学者・ウオ－カー博士（1997～98年度RI識字・計算能力向上グループ、ゼネラル・
コーディネーター）の提唱するこの手法によって、顕著な成果を上げています。現在、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。
識字プロジェクトの実際例
※ 画期的なプロジェクトを実施する
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Concentrated Language Encounter ＝
CLE（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、児童の讀解力が、言葉や物語を演じたり、歌や踊りを通して活動的に学ぶことによ
り、育まれ高められることを実証したのです。
ロータリアンの推薦により、バングラデシュの小学校教師は、教職免状を取得するために、CLE方式
コースの終了が必須とされるようになりました。 1999年6月までで、3,136人の教育者がCLE研修を受
け、357校の2,157以上の教室がCLEプログラムを実施し、162,982人の生徒がその恩恵を受けました。

※ ボランティアとして教える
インドの非識字者の数は、1951年の2億3千万人から今日の3億4千万人以上に増加していますが、この増
加は援助減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、ロータリアン、ローターアクター、インター
アクターおよび他団体を動員してデリー学校識字プロジェクトを援助するNavjiot 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ました。
現在７５校余りが携わっているこのプロジェクトの下、ロータリアン・ボランティアは、地元地域社会
および職場におい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する
1998年、ブラジル、サンパウロのMarilia –Pioneiro 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。本プロジェクトは、職場に識字プログラムを設立するよう地域社会
の会社に奨励するものです。多国籍食品・飲料水企業、ネッスルを初めとする幾つかの企業が、従業員に
とって都合の良い時間帯を提供し、このプロジェクトに参加しています。プロジェクトに参加している企
業の一つ、ササザキでは、1,500人の従業員のうち460人が初等教育を終了していません。 会社が従業員
に補修授業に登録するよう呼びかけたところ、158名が登録しました。

※ 学校を救う
フィリピンのTaloy Norte という貧しい田舎の地域社会で、火事が３部屋から成る小学校を焼き尽くして
しまった時、Metro Baguio ロータリー・クラブは、援助に介入しました。クラブの建築家、エンジニアお
よび建築専門家が、現場を検査し、仕様書を作成し、学校の再建にかかる費用の見積もりを出しました。
全クラブ会員およびその家族が、プログラムの資金調達に努力しました。なかには、材木、セメント、ペ
ンキ、窓、ドアを寄付した会員もいました。地域住民とクラブ会員が一体となって学校を再建し、教育が
地域社会の社会経済的ニーズの永久的解決をもたらすという彼らの信念を例示したのです。

※ 海外に書籍を送る
オーストラリア、ニュー・サウス・ウエールズのSt. Ives インターアクト・クラブでは、パプアニューギ
ニアの学校図書室のために、千冊の書籍を収集しましたが、どのように送ればよいか、援助を必要として
いました。そこで、スポンサーであるSt. Ives ロータリー・クラブはどのようなオプションがあるかを調査
しました。
その結果、Ranfurly Book Service というボランティアがパプアニューギニアの町へ書籍を送る非営利団体
であることを知ったのです。そこでは、ロータリー・クラブが無料で本を配布しています。インターアク
ターの収集した書籍は、Ranfurly のシドニー支部に送られ、ロータリアンは、今までで最大の書籍荷物を
荷造りするのを手伝いました。インターアクターは、その後、ピクニックで野外料理を実施して集めた2百
ドルに、ロータリー・クラブから得た同額の補助金を足して、Ranfurly Book Service に寄付しました。

※「赤ちゃんのための本」を寄付する
ニューヨークのEndwell ロータリー・クラブは、数年に渡り、「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2軒の病院で、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
できかせる本の詰まった買い物袋を渡しています。これまで、1,400以上の買い物袋が配布されました。
ロータリアンは、書籍の寄付を促すために書籍祭りも開催しています。また、クラブ会員は、いらなく
なった書籍のリサイクルを推奨しています。

以上、主として、国際ロータリー・ホームページ・ RIプログラム・「奉仕の機会に関する綱目」より
識字率向上は貧困の悪循環を断ち切るカギ
シスター・エセル
（2006年6月12日・国際ロータリー年次大会基調演説より）

第１０９7回例会

会務報告

小川幹事

１） 国際ロータリー第２５００地区ガバナー並びにライラセミナー実行委員
会より、第３６回ライラセミナー参加の礼状 収受。
２） １０月中市内他ロータリークラブ例会変更通知
１０月 ６日（木）旭川東 ＲＣ 例会日変更 アートホテル
１０月 ６日（木）旭川東北ＲＣ 夜 間 例 会 花月会館
１０月１１日（火）旭川西 ＲＣ 職 場 訪 問 グランドホテル
１０月１１日（火）旭川空港ＲＣ 移 動 例 会 東神楽町商工会１Ｆ
１０月１９日（水）旭川北 ＲＣ 休
会 グランドホテル
１０月２０日（木）旭川東北ＲＣ 地区大会へ振替 花月会館
１０月２４日（月）旭川南 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル
１０月２５日（火）旭川西 ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル
１０月２５日（火）旭川空港ＲＣ 地区大会へ振替 東神楽町商工会１Ｆ
１０月２７日（木）旭川東 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル
１０月２７日（木）旭川東北ＲＣ 夜 間 例 会 花月会館
１０月２８日（金）旭川
ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル
旭川他ＲＣメークアップ時間 ＰＭ０：００～１：００
★ メークアップ会場のお知らせ ★
① 旭 川・西・北ＲＣ
旭川グランドホテル
１Ｆ・フロント奥
② 旭川東・南ＲＣ
アートホテル旭川
１Ｆ・クローク前
③ 旭川東北ＲＣ
花 月 会 館
１Ｆ・フロント前
④ 旭川空港ＲＣ
東神楽町商工会
１Ｆ・ロビー
お知らせ
１０月１日よりアートホテルズ旭川は「アートホテル旭川」にホテル名が変更になります。

ニコニコボックスご芳志者名簿
28年 9月 29日 1097回例会

発表 木村会員
旭川モーニングロータリークラブ

桑原 義彦
先日、当社の28回目の星空コンサートイベント盛会に終わることができまし
た。又、ロータリアンの方の参加も頂き、差し入れまでも頂いた事ありがとう
ございました。
小川 伸治
前回のゴルフ愛好会ゴルフコンペで今季初優勝させて頂きました。
石川 千賀男
9/22会社のゴルフコンペ久し振りに優勝してしまいました。8年振りにハーフ
40を記録しました。心もニコニコです。

出席報告

： 井上会員

河﨑会長、林会員

坂本、安井会員

井上会員、小川幹事

飯塚、脇坂会員

木村、竹澤会員

桑原、小林会員

嵯城、宮永会員

武田、笹川会員

石川、大久保会員

竹村、飛弾野会員

今井、友重会員

本日の朝食

旭川市主催の美しいまちづくりのための運動の一環、【ごみのポイ捨て禁止運動街頭啓発及びごみ拾
い】に旭川モーニングロータリークラブとしても参加しました。
当日はご家族を連れて参加された会員もいらっしゃいました。天候にも恵まれて良い活動となりまし
た。
日時：2016/10/02 11:00-12:00 会場：平和通買物公園

