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      渡辺洋文会長 
  

 今年の初めに，ＲＡの大会で講演された原田

さんと言う方が居られるんですが、現在タイの

チェンライロータリークラブの会長をされてい

ます。その方が、タイのアカ族の識字率向上ボ

ランティアＮＰＯの支援をされています。 

  僕は個人的に、タイのアカ族識字率向上ボラ

ンティアＮＰＯに寄付をしたいと思っているの

ですが、ロータリーとしても寄付が出来ないか

なと思い、理事会に提案をしているのですが、

寄付をする、しないは別にしても、何故識字率

向上が重要なのかと言う事を知っておく必要は

有るのかなと思います。 

 ロータリーの炉辺談話集の中に、「識字率向

上」と言う項目が有りますので、ご紹介したい

と思います。 

 環境や貧困のせいで、幼いときからまったく

教育を受ける機会がないままで育ったため、自

分の国の言葉による「読み、書き」ができな

い、いわゆる非識字者は、世界中で10億人存在

し、その数は成人の25%に当たり、その75%はア

ジア人であり、非識字者全体の2/3は女性です。 

非識字者は就職の機会に恵まれず、それがさら

に貧困を招きます。貧困であるが故に、１億３

千万に上る子供たちは就学の機会が与えられ

ず、非識字と貧困は悲惨な悪循環を繰り返して

いるのです。 毎年のように、ＲＩからの推奨プ

ロジェクトに上げられているのですが、非識字

者の悲惨な状況を身近で見ることがない日本で

は、このプロジェクトに関心を持つ人は少ない

ようです。 しかし先進国でもMedia illiteracy

情報非識字が問題になっています。インター

ネットやメールができないから情報が伝わらな

いというケースです。ＩＴが使えなくても、他

の方法で情報伝達はできますから、あまり大き

なハンディにはなりませんが、字が読み書きで

きなかったら全く情報は伝わらないのですか

ら、もっと関心を持つ必要があります。 2680地

区はカンボジアにおいて義足プロジェクトを実

施しています。その報告によると、国境地帯の

地雷原に立てられている立看板の文字が読めな

いばかりに、毎日何人もの子供たちが足を吹き

飛ばされているそうです。 非識字者が開発途上

国の女性に多いことも、数々の問題を生みま

す。教育が受けられないことや正しい知識が得

られないために、計画出産や性病予防がままな

らず、これが人口問題やエイズ撲滅の大きな障

害になっています。  

 今ポリオが最終の追い込み段階に入っていま

すが、ここでも大きな問題となっているのが非

識字者の存在です。先進国ならば、葉書一枚で

集団接種の会場に皆を集めることが可能です

が、字の読めない母親に葉書を送っても何の効

果もありません。識字率向上運動は、ポリオ・

プラス以前の重要なプログラムだと言えるので

す。 国連の推定人口統計によると、2002年では

62億だった地球人口が、2025年には78億に、

2050年には89億になることが予測されていま

す。先進国の占める人口は約11億でずっと固定

していますから、開発途上国で人口爆発がおこ

るということです。   

 今の開発途上国や発展途上国の中から50年後

には先進国になる国があるにもかかわらず、先

進国の人口は増えません。それは、先進国の出

生率が低いからで、先進国の平均の出生率は２

名以下、開発途上国は地域的なばらつきがあり

ますが５名とも７名とも言われています。 出生 
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 率と女性の識字率とは密接な関係があり、女性の

識字率が高い国ほど出生率が低いという結果が出

ています。従って人口爆発を抑える最も効果的な

方法は、開発途上国の女性の識字率を高めて、

バース・コントロールによって計画出産をするこ

となのです。 識字率向上のプロジェクトが進展

しなければ、先進国と開発途上国間の貧富の差が

広がるだけではなく、やがて人口爆発によって地

球上の資源は枯渇するでしょう。私たちは強い危

機感を抱かなければなりません。 

  ＲＩは、非識字者の存在こそ、貧困をはじめ

とする諸問題の源であると考え、1997-98年キン

ロス会長年度から、７月を識字率向上月間に指定

しました。ビチャイ・ラタクル前会長に続いて

ジョナサン・マジアベ会長も、識字率向上を重点

項目に上げて、積極的に推進するように要請して

います。  

 ＲＩが積極的に推し進め、効果をあげている識

字率向上プロジェクトは、後から来る人々のため

の道を照らす意味を込めて、ライトハウス・プロ

ジェクトと呼ばれています。このプログラムの中

心になるのは、オーストラリアのクイーズランド

大学教授であり、パスト・ガバナーでもあるリ

チャード・ウオーカーが開発した語学力集中研修

講座ＣＬＥであり、グループ単位で、簡単なス

トーリーを喋り、それを書き、だんだん難しいも

のに発展していく方法です。児童、初心者、上級

者向けにその内容を変えながら、話し言葉、書き

言葉さらには文法にまで発展していく手法です。 

 このＣＬＥは1987年から、ロータリー財団の人

道的補助金を受けてタイで行われ、大きな成功を

収めたので、その後、世界各地の小学校、非公式

教育現場、ストリート・チルドレン対策等で、識

字率向上プロジェクトの基本的な授業方法として

採用されています。  

 日本はほとんどの食料やエネルギーを海外に依

存しています、人口爆発で食料やエネルギーの奪

い合いが始まった時、真っ先に影響を受けると言

う事を認識しておく必要が有るのでは無いでしょ

うか。 

 

 

    井手富浩幹事 

 

【連絡事項】 

①人吉市教育長より「第60回記念人吉球磨総合 

 美展特別賞」についての依頼と開会式の案内 

  日時:H25 10/19(土)10:00～場所:人吉スポー 

 ツパレスへの出席依頼が届いております。 

 社会奉仕委員会予算より￥10,000支出 

 開会式(ﾃｰﾌﾟｶｯﾄ）案内→渡辺会長へお渡し 

 展示：10/19(土)～10/24(木) 

 時間：9:00～17:00 ※19(土)のみ10:30～17:00 

②球磨の民謡全国選手権大会実行委員会より   

 「平成25年度球磨の民謡全国選手権大会に伴う 

 協賛について」の御礼状とパンフレットが届い 

世界の人口統計・出生率 



 ております。    

③熊本県広告景観向上推進協議会より平成25年度 

 分の会費納入依頼が届いております。 

 社会奉仕委員会予算より￥4,000支出  

④RID2720地区ガバナー事務所より 

 2013年10月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１ドル＝100円  

⑤ひとよし球磨青年会議所より55周年記念式典へ 

 の案内が届いております。 

  日時:11/2(土)18:00～場所:あゆの里 

   →渡辺会長へお渡し 

【配布物】       

①公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

 「ロータリー米山記念奨学事業豆辞典」 

           （2013～14年度版） 

【回覧物】なし     

【例会変更・取止め】なし   
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【社会奉仕委員会】          立山 茂委員長 

  昨日ファックスしましたアンケートを今月末ま

でに回答くださいませ。渡辺会長や会員皆様の思

いに応えられる社会奉仕委員会でありたいと思い

ますので宜しくお願いします。 

  

【親睦委員会】        村山能史委員長 

       夫人の集いご案内 

   日 時；平成25年10月18日(金)18時30分～ 

  場 所；グリルＳＨＩＲＯ     

         愛甲産婦人科ひふ科１Ｆ 

  会 費；無料  

     既にＦＡＸ案内をしております。 

     ご返信を宜しくお願い致します。 

 

     人吉ＲＣ 秋季ゴルフ会へのご案内 

 年に一度の遠征プレーを、今年は溝辺カント

リークラブにて開催致します。８時４０分までに

現地集合でお願いします。（スタート９時）人吉

から高速で１時間弱です。詳しくはＦＡＸ案内を

ご覧下さい。参加をお待ちしております。 

      期 日；平成25年10月14日(祭日) 

     場 所；溝辺カントリークラブ 

【退会あいさつ】        

                片岡忠雄会員 

 2011年８月５日伝統ある人吉

ロータリークラブに入会させてい

ただき、２年が経過しました。入

会当初は何もかもが初めてのこと

ばかりであり、例会への出席も足

が重く感じておりましたが、会員

の皆様から温かい言葉をかけていただくなど、回

を重ねるごとにロータリークラブの活動に前向き

に参加できるようになってような気がします。 

 しかしながら、本日の例会を最後に人吉ロータ

リークラブを退会させていただきます。これまで

会員の皆様には、色々な面でご指導いただき、本

当にありがとうございました。感謝の意を言い尽

くせませんが、私にとっては楽しく、そして学ぶ

ことの多い有意義な２年間となりました。 

 なお、引き続き九州電力人吉営業所で社員一丸

となって当社の使命であります電力の安定供給に

努めてまいりますので、皆様にはこれまでと同様

にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 最後に、人吉ロータリークラブの益々のご発展

と会員の皆様のご多幸とご健勝をご祈念申し上

げ、お礼の言葉とさせていただきます。 

本当にありがとうございました。 

 

【米山記念奨学委員会】    

       １０月 米山月間 

              宮原和広委員長 

 10月が米山月間となっていますの

で、本日は貴重な時間を頂きまし

た。米山記念奨学委員会とＲ財団

は、何れも会員皆様の寄付が財源と

なっています。この財源を基とし

て、米山記念奨学会は日本で学ぶ外国人留学生に

奨学金を支給し、支援する国際奨学事業を行なっ

本日の出席率 

会   員   数   66名    80.95% 

出 席 免 除   3名 9 / 1 3 出席率 85.71％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 9名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

  本田・有村・中島・木村・小林祐・友永・原田・堤正 

  齊藤・尾上・外山・大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 クリーン人吉；本田・安達・山口・中川・平田・渡辺・宮山 

        丸尾・立山 

ゴルフ愛好会９月月例杯成績  9/15ﾁｪﾘｰＧ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 浅野 強 41 39 80 13 67 

準優勝 戸高克彦 41 40 81 14 67 

３位 岩井和彦 45 42 87 18 69 

４位 中川貴夫 41 38 79 7 72 

５位 岩本泰典 46 45 91 16 75 

BB賞 浦田繁喜 53 52 105 18.4 86.6 

敢闘賞 中島博之 64 59 123 36 87 

ドラコン  
６９歳以下 戸高克彦 岩井和彦 

７０歳以上 浦田繁喜 岩本泰典 

ニアピン   
   ② 浅野 強  ⑧ 中川貴夫 

   ⑫ 岩本泰典    ⑮ 浦田繁喜  

べスグロ  
６９歳以下   中川貴夫 

７０歳以上   岩本泰典 



持っていきようもありません。考えすぎでしょ

うか。 

 

【ニコニコ箱委員会】  

・片岡忠雄会員 本日の例会をもちまして、人 

 吉ロータリークラブを退会させていただきま 

 す。わたしにとっては、楽しく、学ぶことが 

 多い有意義な２年間となりました。渡辺会長 

 はじめ会員の皆様には大変お世話になりまし 

 た。今後も、これまでと同様に、ご指導ご鞭 

 撻いただきますようお願い致します。  

・中川会員 片岡さんの退会とても残念です。 

 ロータリー会員の見本ともされるほど、ロー 

 タリー活動を行なわれ、新会員の見本として 

 とてもとてもすばらしい会員さんでした。こ 

 れからも宜しくお願いいたします。   

・葉山会員 片岡さん、個人的に色々とお世話 

 になりました。これからも宜しくお願いしま 

 す。ちょっとだけ早退します。     

・延岡会員 残念です。業績が回復し、復帰で 

 きる日を心待ちにしております。    

・馬場会員 片岡さんの退会、残念でなりませ 

 ん。これからも健康に留意され仕事に頑張っ 

 て下さい。              

・井手幹事 片岡忠雄所長、残念ですが、今後 

 とも宜しくお願い致します。      

・坂井会員 片岡さん、２年間お疲れ様でし 

 た。今後益々のご活躍を祈念いたします。 

                    

・渕田会員 明日28日(土)、山江保育園運動会 

 を開催致します。9時開会、3時終了予定で、 

 終了次第大宴会へと移行しますので、ご都合 

 のつく方はぜひお越しください。    

・浅野会員 久しぶりの優勝、ありがとうござ 

 います、すばらしい商品、パーカーの万年筆 

 でした。早速使ってニコニコを書いてます。 

 戸高さん年令勝ちで申し訳けない…。  

・有村会員 早退します。        

 

【Ｒ財委員会】 

・延岡会員 片岡さん、復帰できる日を心待ち 

 にしております。           

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 米山委員会について卓話をさせ 

 ていただき、ありがとうございました。 

                    

・延岡会員 片岡さん、復帰できる日を心待ち 

 にしております。           

・宮原会員 ①本日は米山委員会の時間を頂き 

 ましてありがとうございました。②馬場さん 

 先週のオペラ大変感動致しました。③伊久美 

 理事、卓話ありがとうございました。  

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

ています。 

 皆様の記憶にも新しいと思いますが、前年度、

片岡委員長（片岡カウンセラー）の基、当クラブ

が初めて世話クラブになり、2720地区米山奨学生

のチェン君（ベトナム）を受け入れました。 

 今年度は、熊本りんどうＲＣが世話クラブと

なっている中国のラ シキギョクさん（熊本大学

留学生・女性）が、カウンセラーの河合米山委員

長と一緒に10月11日金曜日例会に来訪されます。

どうぞ宜しくお願い致します。 

 本日は、ロータリー米山記念奨学会からのＤＶ

Ｄ『ひろがれ！人づくりの輪 ロータリー米山記

念奨学事業の今』をご覧頂きます。その後、全国

で35名の理事で構成されている公益財団法人ロー

タリー米山記念奨学会の理事であられる当クラブ

の伊久美理事に卓話をお願いしてありますので宜

しくお願い致します。 

 今後も会員皆様の温かい寄付を米山記念奨学委

員会はお待ちしております。 

 ―ＤＶＤ－ 

 『 ひろがれ！人づくりの輪  

    ～ロータリー米山記念奨学事業の今～  』 

 

 

    卓 話     米山月間に思うこと 

   

   公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

             理事 伊久美寛志 

 私は昨年の９月に｢公益財団法人 

ロータリー米山記念奨学会｣の理事

に就任いたしました。現在迄２

回、東京で開かれました理事会に

出席いたしました。１回目が忘れ

もしません、平成25年６月４日で

あります。ベトナムに行く人吉ＲＣの仲間と福岡

空港で別れて理事会に出席するためＪＡＬに搭乗

なのにＡＮＡの前で降ろされ１人旅となりまし

た。 

 理事会の議題は、人事案件に続いて2012年の事

業報告、同年の計算書類の承認等でありました。 

 ２回目は1913年の事業、予算承認の件などであ

りました。私の理事の身分は微妙な立場と認識し

ています。それは地区には地区委員があり、クラ

ブにも同じように委員会があります。８月の寄付

金納入明細表の例をとりますと、普通寄付金を地

区で１ＲＣ５千円以上に統一しようと決めたと思

いますが、出来ていません。最低の２千円のＲＣ

が５つもあります。ちなみに吾が人吉ＲＣは６千

円であります。特別寄付との合計では大分中央Ｒ

Ｃが173万5千円で№1、次は熊本ＲＣの136万円、

№3が熊本江南ＲＣの92万円、人吉ＲＣは堂々の

第４位の85万7千円でありました。人吉ＲＣの特

別寄付は45万5千円であります。会員数からしま

すといささか淋しい感無きにしも との思いであ

ります。 

 以上のようなことを知り、分析してもどこに


