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委員会スピーチ 

 竹澤元男 国際奉仕委員長 

今月は「基本的教育と識字率向上月間」です。 

ロータリーの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、地域社会の発

展を導き、争いのない世界を実現するには欠かすこと

のできない要素となります。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。識字率は世界全体で向上して

おり、教育における男女間の格差も縮小してきていますが、今後も状況を改善し
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2020～21年度 第 1263回 例会報告 

例会日：2020年 09月 03日（木）時間：07:30～08:30 

例会場：アートホテル旭川 3Ｆ ザ・イーストルーム 
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ホルガー・クナーク（ドイツ） クラブ活動方針  『未来に紡ぐ』 クラブ会長：木村 和哉 ・幹事 坂本 信一 

 

 

ランクアップをしよう 

2500 地区ガバナー 

松田  英郎 （富良野） 

 

会長挨拶 木村和哉 

おはようございます！ 

先日、連続在任期間が歴代最長となった安倍首相が、健康上の理由で辞意を発表いたしま

した。その後、話題はポスト安倍総裁選に移っており菅官房長官で確定と言われております

が、どなたがなられたとしてもこの秋冬のコロナ対策・経済対策をしっかり前に進めていただき

たいと思います。 その新型コロナですが、旭川では 8 月 21 日から 8 月 31 日の十日間で 5

名確認されております。私の会社でも旭川で 1名確認されるごとにご家族の面会や業者への 

対応にたいへん苦慮しており油断できない状況に変わりありません。今後、コロナはゼロにはならないことから秋冬に向

けて会社として ZOOM・スカイプ・LINEによる面会の準備をはじめております。我がモーニングロータリークラブといたし

ましても ZOOM 例会準備会を 9 月に 1 回、10 月に 1 回の 2 回程度計画しております。詳しくは後日幹事の方からお

知らせがあると思いますので皆様のご参加ご協力よろしくお願い申し上げます。また、次回の例会で「5 年後のクラブ」の

話し合いがあります。チャーターメンバーはじめ全会員にご意見をいただきます。モーニングが大きく変わるものではな

く、時代にあった、そして新入会員・現会員にとっても魅力のあるクラブ作りをしたいと思います。皆様、忌憚のない話し

合いをよろしくお願いいたします。  本日もよろしくお願いいたします。 

会務報告 幹事 坂本信一 

１． 国際ロータリー日本事務局経理室よりロータリーレート変更のお知らせ収受。 

＊ ２０２０年 ９月 １日より １ドル＝１０６円   （８月＝１０５円） 

2019～2020 年度皆出席表彰の皆さん 

 

向かって左から・大久保昌宜会員・竹澤元男会員・飯塚達夫会員 

【木村会長】・林雅美会員・安井裕子会員・坂本信一会員 

2019～20 年度皆出席者 （13名） 

《27 年間》 河﨑 高麗男 

《25 年間》 竹澤 元 男 

《24 年間》 武田 昭 宏 

《12 年間》 高見 一 典 

《11 年間》 小柳 裕 子 

《10 年間》 安井 裕 子   

《 9年間》 石川 千賀男 

《 8 年間》 宮永 憲 一   

《 5 年間》 飯塚 達 夫 

《 3 年間》 坂本 信 一  

《 3 年間》 林  雅 美 

《 2 年間》 竹村 陽 一 

《 1年間》 大久保 昌宣 

 

プログラム 

 
誕生祝い記念品贈呈 

会長挨拶 木村和哉（9月 3日） 

 
坂本幹事より木村会長に 



ていくにはさらなる支援が必要となります。 

これまでの活動による成果を確認し、さらなる支援の重要性について認識を深めましょう。以下に、世界各地で実施されてい

る取り組みをご紹介します。 ◾PhilippinesTagum North ＲＣ（フィリピン）：政府、自治体、海外の RC と協力し、台風被害

を受けた市民センターの教室を再建しました。 ◾東京府中 RC：子どもたちの文章力と思考力を向上するために、1974年か

ら毎年、市と協力して作文コンクールを開催しています。 ◾Grigota RC（ボリビア）：基本的教育の重要性、とくに就労前の

女子教育の重要性に対する認識を高めるために、地域社会の家族を対象とした啓蒙活動を行いました。 ◾Baker College 

Muskegon ローターAC（米国）： 識字プロジェクトの資金を集めるために、クラブメンバーが言葉力を競う大会に出場し、サ

ポーターからの寄付を募りました。このプロジェクトでは、成人を対象とした識字力向上プログラムを実施します。 

◾IndonesiaSolo Kartini RC（インドネシア）：教育省と周辺 RC／ローターACからの協力を得て、地元高校生が数百名参

加した識字デーのイベントを実施しました。 ◾Izmir-Alsancak（トルコ）のロータリーファミリー：インターアクト、ローターＡＣ 

世界には、学校に通っていない児童が 5,800万人、読み書きができない成人が 7 億 8100 万人もいます。低所得国のす

べての子ども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。発展途上国では、人口増加、資金不足、戦争や内戦・民族間紛争、宗教等の慣習に基づく性差別等があいま

って、識字率（字が読める人の割合）の向上は容易ではなく、現在でも 15 歳以上の人口のうち 7.7 億人を超える人々が字

を読むことができないでいると言われています。今や成人と子供の非識字は、高度の工業国も発展途上国も含め、地球規模

の問題となっています。 此処で 2560地区ガバナーのお話がありましたので紹介します。 

私が経験した細ささやかな海外での教育支援に関する奉仕活動をご紹介させて戴き、何かのご参考にして頂ければと存

じます。それは４年前のことでした。かねてから友好関係にありました、タイのチェンマイクラブとの共同事業を行いました。特

にこの事業は、今までチェンマイクラブと共同で行ってきた事業の中でも最大のものでした。事業内容はチェンマイ県オムコ

イ郡ソッコング地区という、ミャンマーとの国境に近い険しい山岳地帯のコミュニティー教育センターの建物の改築ならびに教

育備品を整備とこの地域の教育向上および衛生環境の改善でした。 

日本側の代表として私が就任し、事前視察、進展状況のチェック、完成式典と数回にわたり現地を訪問しました。そこは大

変な山奥でチェンマイ市内から片道６時間以上も掛り、しかも山の中に学校が点在しているため、現地の学校に宿泊しなが

らの訪問でした。しかし、そのような苦労を重ねながら、ようやく完成した学校における祝賀式典での教育長の心からのお礼

の挨拶は、私たちの胸を打つものでした。教育長によれば、現地はタイ国でも最貧地域の一つであり、かつてはケシの栽培

が最も盛んで、これによって村人たちは生計を立てていたところでした。その後、政府は栽培を止めさせると共に、村人たち

に大豆やトウモロコシ栽培などの農業と簡単な織物をすることにより生計を立てるように指導したが、中々貧しい生活から脱

却することはできませんでした。タイ王室もこの貧困の窮状を見かねて、各村に小さな非正規の学校施設を贈りました。しか

し、更に年月とともに、これらの学校施設や衛生設備も老朽化し、大変劣悪な環境になり、子どもたちは十分な教育を受けら

れない状況が続いていました。今回の私たちの支援により、教育環境は大きく改善され、施設などのハード面だけでなく、教

育方法や衛生面などソフト面でも大きく改善できました。教育長は挨拶の最後に「この村には電気もなく、子どもたちは一生、

テレビやパソコンを見ることがないと思っていました。しかし、今回、皆さんのおかげで、DVD やパソコンで最新のタイ語の

教育を受けられるようになり、衛生設備も飛躍的に改善された。また、図書などの備品も整えられ、まるで夢のようです。今後

この施設や備品を大切に使わせて戴きます」と、感謝の言葉で締めくくられました。私たちも教育長の言葉に大いに心が揺り

動かされ、今回のプロジェクトに対する努力が報われる思いでもありました。式典終了後、全員で新しくなった校舎の前で記

念写真を撮り、子どもたちとの名残を惜しみながら帰途につきました。帰り際、子どもたちは、また小走りに入り口に整列し、

私たちの姿が小さく見えなくなるまで、手を振りながら見送ってくれました。今回のプロジェクトを通じ、私たちはロータリーの

奉仕の素晴らしさをあらためて実感すると共に、ロータリー活動によってこのような体験を得られた事に心から感謝しています。 

と紹介されていました。 

旭川モーニング RC も“水と衛生”プロジェクトでミャンマーとの国境に近いカンチャナブリー県の山奥に 13 の小学校に水

の浄化装置を設置して感謝と歓迎を受け国際ロータリーのプロジェクトの素晴らしさを実感して来ました。 

                          

克服仕事のバランスに邪鬼制作 益子 RC 会長時、

大震災大船渡に益子焼セット届ける 

☆友愛の広場             縦書き P16～ 

☆ロータリアットワーク 2500E   縦書き P20～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 

＊本日の出席 第 1263回 例会 総員 22名  

出席 21名 出席率 95.45％  

＊修正出席  第 1261回 例会 総員 22名 

8月６日分 出席 19名 出席率 86.36％ 

＊ ビジター     ございません 

＊ ゲスト  ございません  

＊ メークアップ ございません 

『ロータリーの友の９月号の紹介』    担当 宮永憲一 

☆ＲＩ会長メッセージ ホルガ―・クナーク       横書き P 3 

☆基本的教育と識字率向上月間 『読感表選』   横書き P 7～ 

☆ロータリーの友月間                   横書き P12～ 

 『友』をプラットホームに新しい交流を 

☆侃侃諤諤  『ロータリーの友』といえば      横書き P20～             

☆心は共に 東日本大震災         横書き P24～ 

☆希望を次の世代へ ～ロータリー希望の風奨学金～   P27 

この奨学金はロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会の 

運営する教育支援プログラムです。 

☆大人の着こなし図鑑  テーマ 『ベスト』     横書き P32～ 

☆この人訪ねて 益子 RC  藤原郁三さん       縦書き P 9～ 

 益子焼の里を拠点に陶壁を全国各地に約 700  二度のがんを 

 



例 会 風 景 

    
ロータリーソング唱和                木村会長の例会挨拶 

 

 

会務報告する坂本信一幹事             バースデイソングを受ける（中央）木村会長 

                              左は SAA飯塚達夫会員 右は坂本信一幹事 

 

                本日の例会朝食風景 新型コロナに負けず頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          例会を進行する飯塚達夫 SAA           出席報告を発表する小柳裕子例会運営委員長   


