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9⽉の⽉間 テーマ

基本教育と識字率向上⽉間

平成30年9⽉13⽇（⽊） AM7：30〜8：30
場所

本⽇の例会プログラム 委員会スピーチ ⽵澤国際奉仕委員⻑

アートホテル旭川 ２Ｆローアン

会⻑挨拶 嵯城 俊明会⻑
・先週は⼤規模な地震による停電で休会となりました。また亡くなられた多くの⽅
に謹んでお悔やみ申し上げます。そして被災され、不⾃由な⽣活をされている⽅に
⼼よりお⾒舞い申し上げます。
キョクイチさんには以下のような挨拶を考えていました。
「今⽇は北海道有数の市場であるキョクイチさんへの職場訪問が実現しました。中
川会⻑、本当にありがとうございます。ロータリーの友情、そしてＪＣの友情に感
謝申し上げます。実は私はロータリアンになって１３年になりますが今回が職場訪
問、初めてであります。とてもウキウキしております。どうぞよろしくお願いいた
します。」
今回も私の職場訪問は叶いませんでした。もしかしたら因縁めいたものがあるのか
なと危惧しております
・また京都モーニングロータリークラブさんからこの後の回覧にあるように地震に
対していち早くお⾒舞いのメールを頂きました。そして私がそれに対して旭川モー
ニングを代表して以下のメールをお送りしております。

京都モーニングロータリークラブ
会⻑ ⻄村 良信 様
会員ご⼀同様
拝啓 この度は北海道の⼤規模な地震に際しましてご⼼配を頂き、誠にありがとうございます。幸い、我々の住む旭川
市は広範囲の停電だけで断⽔等には⾄りませんでした。しかしながら当たり前と思っていた電気のある⽣活が遮断され
て、全⾯復旧復興に２⽇以上かかり、改めて普段の⽣活の有難さに感謝した次第です。⽇本の中でも災害の少ない旭川
ですが万が⼀の時にその脆弱さが露呈しないようにインフラ整備、我々の意識改⾰、⽣活必需品の備蓄などを強く思っ
た次第であります。
ロータリーの繋がり、貴クラブの優しさに感謝申し上げます。
まずは取り急ぎ⼼よりお礼申し上げます。
敬具
２０１８年９⽉１０⽇
旭川モーニングロータリークラブ
会⻑ 嵯城 俊明 拝
会員⼀同
開会に先⽴ちまして 黙祷を捧げます。
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会務報告 ⽊村和哉幹事

旭川モーニングロータリークラブ

９⽉１３⽇

第１１８７回例会 会務報告

１．国際ロータリー第２６５０地区 京都モーニングロータリークラブより、
『震災のお⾒舞い状 並びに 会報 №９４２〜９４４』 収受。
２．国際ロータリー第２５００地区 久⽊ＶＴＴ⼩委員⻑より、『ＶＴＴチーム報告会
＆フェアウエルパーティーのご案内』収受。
【⽇ 時】 １０⽉ ６⽇（⼟） １８時〜
【場 所】 ホテルＷＢＦグランデ旭川 マルウンホール
【会 費】 １⼈ ３,０００円
＊ 参加者は、９⽉１８⽇（⽕）までに事務局へご連絡下さい。
３．旭川市暴⼒追放運動推進協議会より、『平成３０年 旭川市⺠防犯⼤会参加のご案
内』収受。
【⽇ 時】 １０⽉１４⽇（⽉） １３時〜
【場 所】 旭川市⺠⽂化会館
＊ 参加者は、９⽉１８⽇（⽕）までに事務局へご連絡下さい。

委員会報告
河崎会員研修委員⻑

９⽉２０⽇会員オリエン
テーションについて

井上雄樹会員

オリエンテーションの
出席義務者12名以外の⽅
にも 是⾮、
参加していただけるよう
お願い致します！

明治期以降、⻄洋美術と出会うこ
とで⼤きく変わった⽇本の絵画に
おける⼈体表現を、76点の多彩な
⼥性像の魅⼒で紹介します。

道⽴旭川美術館にて
描かれた⼥たち ⼥性像にみる
フォルム/現実/夢
９⽉１３⽇から
１１⽉７⽇まで
前売り券８００円

アートホテル旭川 2ｆ
ＰＭ5：30〜7：30
終了後 親睦会あり

飯塚親睦委員⻑の技か炸裂！

誕⽣祝い記念品贈呈 ⽊村和哉幹事（１８⽇）
ニコニコBOX

祝

お席カードが進化を遂げています。

桑原義彦会員

先⽇の胆振東部地震 北海道も⼤きな地震が起きる事を思い知らされました。
会員の皆様は⼤丈夫でしたか。
当社の毎年開催させていただいている「星空コンサート」 おかげさまで 盛会に
終えることが出来ました。
会員の皆様⽅もたくさん参加頂き、本当にありがとうございました。
平成３０年９⽉１３⽇

１件
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年度累計

１３４０００円

****************************************************************************************************

すべての⼦供に普通教育を

委員会スピーチ

基本的教育と識字⼒は、貧困問題や保健上の課題に取り組むために必要とな
り、地域社会を導き、争いのない世界を実現します。
ロータリーでは「基本的教育と識字率向上」の重点分野に該当する数多くのプ
ロジェクトが実施され、国連ミレニアム開発⽬標を⼒強くサポートしています
が、今後も状況を改善していくには、さらなる⽀援が必要となります。
世界には 学校に通っていない児童が５８００万⼈います。低所得国のすべて
の⼦供が基本的な識字⼒を⾝につけて学業を終えることができれば、推定１億
７１００万⼈が貧困から解放されるとされています。（世界の貧困率における
12％の減少に相当）

⽵澤元男国際奉仕委員⻑

⽇本では、読み書きができるということは当たり前のことのように思われてい
ます。しかし、地球上には読み書きができない⼈たちがたくさんいるのです。
読み書きができなければ良い仕事に就けず、貧しい暮らしを余儀なくされ、薬
の飲み⽅が描いてあっても読むことができなければ、どのように飲んだらいい
かが解らないのです。

ロータリーでは発展途上国のへき地の村に学校を建てたり、教科書や⽂房具を送るなどしています。
字が読めないのは⼦供ばかりでなく、その⺟親もです。お⺟さんが読み書きができれば、その⼦供たちにも
教えることが出来、家計を⽀える仕事にも就けます。そのような理由から、ロータリーでは、成⼈⼥性に対する
教育も⽀援しています。
オーストラリアの原住⺠であるアボリジニの⼈たちに英語を教えるため、同国のロータリアン、リチャー
ド・ウォーカー博⼠がCLEという⾔語教育法を開発しました。
CLEというのは、⼦供たちでは簡単な⼯作をしながら、成⼈⼥性では料理、裁縫、⼿⼯芸といった収⼊に結びつ
くような作業をしながら⽂字を学んでいきます。
この⽅法は 挫折する⼈も少なく、費⽤も少なく、短期間で学ぶことが出来ます。
そして、多くのロータリアンが この⽅法で世界中のいろいろな地域で活動を続けています。
例えば オーストラリアのロータリアンたちは、タイの４つの学校で「識字能⼒向上のための灯⽕プロジェク
ト」を実施しました。この、画期的な学習⽅法が⼤きな成果を収め、タイ政府は、国内すべての学校にその学習
⽅法を取り⼊れました。
また、この学習モデルを、バングラデシュ、南アフリカ、ブラジルなどの国々で活⽤した他のロータリーク
ラブもあります。
この、地球規模の問題を解決していくために、さらなる⽀援をお願い致します。

****************************************************************************************************
*******************************************************************************
＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊

福居恵美⼦例会運営委員⻑

＊ 本⽇の出席

第

1187
回 例会 総
員 28
9⽉ 13⽇
出
席 24
出 席 率 85.71 ％

名
名

＊ 修正出席

第

1185
回 例会 総
員28
8⽉ 24⽇
修正出席26
修正出席率92.86 ％

名
名

＊ 修正出席

第

1186
回 例会 総
員28
8⽉ 30⽇
修正出席23
修正出席率82.14 ％

名
名

＊ メークアップ 9/4
9/6

河﨑⾼麗男（旭川⻄ＲＣ）
⼩林睦明（旭川東ＲＣ）

＊

ｹﾞｽﾄ・ﾋﾞｼﾞﾀｰ

3

ございません。

９⽉15〜17⽇
⾷べマルシェに出店してい
ます。お楽しみに！

モロッコスタイルのブレックファースト

⾷事と懇談

ｍｅｎｕ

⽩インゲン⾖のトマト⾵味スープ仕⽴て
モロッコ⾵スパイスオムレツ
チキンのモロッコ塩⾵味南蛮ソース
ひよこ⾖のフムス、ヨーグルト、蜂蜜

世界の朝⾷モロッコ編

⼩林睦明総⽀配⼈の提案です！
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飯塚親睦委員⻑作の・・・
嵯城会⻑のイラストが、
桑原社会奉仕委員⻑作の・・・
⽊製額に⼊りました！

テクノロジーと匠の技の融合〜！

嵯城会⻑の似顔絵のクオリティに感動して 額を作らせて頂きました。
会員が会⻑をよく⾒ていることを嬉しく思います。
⼩林会員が 例会の⾷事を⼯夫して楽しませてくれたこともそうですが、これこそ職業奉仕の精神です。
職業奉仕から、ＭＲＣを みんなで盛り上げていきましょう！
（桑原会員）

9⽉13⽇ 理事会議事録
①10⽉スケジュール確認。紅葉例会 場所確認。
②25周年DVDについて
出席者全員ではなく当初の100枚（実⾏委員⻑が挨拶⽂⼊れて）を送付する。
③バス代地区⼤会クラブ負担⾦は予算内でバス代に充てることを確認。（50000円）
次年度以降、どのように参加者にアプローチするか、また、交通費を議論するのが望ましい。
④次年度ガバナー補佐に⽯川会員がなられることを報告。
⑤胆振東部地震災害義援⾦を例会時に集めることを確認。今⽉末まで。
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嵯城俊明

北海道経済の10⽉号で 3ページにわたる私のインタビューが
掲載されいます。 是⾮皆様に読んで頂きたい！と 思います。

******************************************************

雑記

*************************************************************

スペースがありましたので・・・坂本会員のＦＢから 無断で
お神楽祭りの勇姿を載せてみました。
「来シーズンも ⼦供たちと神楽岡太⿎保存会もりあげます！」
・・・と ⾔っていると思います。

林

⼩次郎（コザクラインコ2歳

⼥の⼦です）

本の表紙を短冊に噛み切るのが⼤好きです。
今⽇は、北海道経済10⽉号を⾒つけました！
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