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『 世界へのプレゼントになろう 』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第４例会記録

【第７回 ８月２７日(木)】
納涼家族会 ﾎﾃﾙKSP 3F

＊《国際青少年交換留学生来日》
・地区青少年交換委員会 山寺雄太副委員長
・青少年交換委員会 濱田 肇ｶｳﾝｾﾗｰ
・ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ紹介 谷野功明会員ありさ様

内藤慶一郎様千枝子様

交換留学生 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽﾐｽさん(米国ﾐｽﾞｰﾘ州出身18歳)

8月13日に国際青少年交換留学生のｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽﾐｽさんが
来日しました｡これから一年間､桐光学園高校で学びな
がらﾛｰﾀﾘｰ活動に参加しますので宜しくお願いします｡

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾏｼﾞｼｬﾝSACHIのﾏｼﾞｯｸｼｮｰ

お客様
＊8/27
山寺雄太様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区青少年交換副委員
長､川崎西RC)棚部哲男様･木所 章様(川崎西RC副会長･
幹事) 滝田 司様･長戸はるみ様(川崎高津南RC会長･
幹事) 福嶋千恵子様 細谷やよい様 飯尾智子様
菊池昭子様 小山智恵子様 三富瑶子様 森 由美様
中田節子様 志村眞佐子様 杉崎里美様 鈴木慶子様
相馬順子様 谷野ありさ様 吉田智美様 吉田浩康様
吉田実久様 小山泰河様 小山泰樹様 谷野真央様
横堀雪子様 内藤千枝子様 安藤恒弘様 安藤伸江様
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽﾐｽ様

祝慶事

＊会員誕生日 福嶋 徹会員 7/22 福住亮雄会員7/27
飯尾光正幹事7/23 青木功雄会員8/26
喜多川亮平会員 8/6

＊夫人誕生日 木嶌和子様 8/20＊夫人誕生日 木嶌和子様 8/20
＊入会記念日
田中 薫会員Ｈ4.7/23 濱田 肇会員Ｈ25.7/18
小山泰介会員Ｈ25.7/18 本藤光隆会員Ｈ8.8/29
曽我直樹会員Ｈ25.8/8 玉城 進会員Ｈ26.8/21
＊ｸﾗﾌﾞ創立記念特別寄付表彰楯(米山記念奨学会より)
＊Ｒ財団表彰 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ3 福嶋 徹会員



【第８回 ９月３日(木)】

会員卓話
｢基本的教育と識字率向上｣

三富末雄会員

報 告

＊委員会報告
・米山記念奨学会 伊藤壽一委員長
8/25 地区の米山記念奨学会委員長会議に出席しまし

た｡昨年度の当地区の寄付額は34地区の中で個人平均
寄付額31,506円で､一番を継続しています｡因みに当
ｸﾗﾌﾞは地区30ｸﾗﾌﾞの中で17番目の個人平均額27,661円
でした｡引き続きご理解とご寄付のご協力をお願い致
します。
・雑誌広報委員会 森山圭介委員長

1ケ月前に会員卓話の依頼を受けました｡
内容を何にしようか検討したところ9月の月間目標で
ある｢基本的教育と識字率向上｣にする事としました｡
事務局の小野さんにも手伝ってもらい､資料を集めて
纏めました｡
先ず､識字率向上月間が2014年10月の国際ﾛｰﾀﾘｰ理事

会にて3月より9月に変更されました｡世界の識字率は
上昇しています｡しかし読み書きのできない人は､今で
も8億9,700万人に上がり､小学校に行っていない児童
は5,700万人いると言われます｡RIは地元や海外の地域
社会で基本的教育を知識のﾆｰｽﾞに応えると約束しまし
た。9月は識字率向上月間です｡これを機会に私達の熱
意を新たにしましょう｡ここで海外のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを紹介
します。
＊ﾏｶﾃｲｰﾉｰｽRC（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）
地元で活躍するﾛｰﾀﾘｰ､地域社会共同体と協力し､栄

養不足児童100名に対し､栄養ﾊﾞﾗﾝｽの取れた食事を提
供しました｡これにより児童の罹患率や欠席率を下げ
る事ができました。
＊ﾀｲﾍﾞｲ･ﾂｲﾝｽﾞRC（台湾）
ﾊﾟｰﾄﾅｰ団体と協力して､ﾐｬﾝﾏｰの生徒2,000名の自宅

に太陽光電気とLEDﾗｲﾄを設置し､地元の学校に発電機
と充電装置を提供しました｡これにより生徒の授業出
席率が向上しました。
＊ﾏﾚｰｼｱとｲﾝﾄﾞRC
ﾁｪﾝﾅｲ市(ｲﾝﾄﾞ)の公立学校に､女子用と男子用に別れ

たﾄｲﾚを設置しました｡これにより､特に女子生徒の授
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8月27日 31 30 23 7 77% 7 3 87%

9月3日 31 30 22 8 73% 8 3 83%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

8/27 18 19,000 105,000 461,280 23%

9/3 18 18,000 123,000 461,280 27%

8/27 18 19,000 108,000 620,000 17%

9/3 19 19,000 127,000 620,000 20%

8/27 20 55,000 168,000 1,200,000 14%

9/3 18 18,000 186,000 1,200,000 16%

8/27 17 17,000 113,000 400,000 28%

9/3 19 20,000 133,000 400,000 33%
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クラブ会報委員会
曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員
石川演慶委員 月岡涼吾委員 福嶋 徹委員
≪編集担当≫ 福嶋 徹 石川演慶

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊8/27 (順不同､会員敬称略）
棚部哲夫様･木所章様(川崎西RC副会長･幹事）

お招きいただきありがとうございます｡
滝田司様･長戸はるみ様(川崎高津南RC会長･幹事）

本日はよろしくお願いします｡
杉崎晴男 皆様､日頃は大変お世話になっております｡

本日はごゆっくりお楽しみください｡
菊池幸治 家内がお世話になります｡
＊9/3
細谷和彦 三富会員､本日はよろしくお願いします｡
安原正洋 時間を作って出来るだけ例会に出席します｡

Rの友9月号の面白い記事を紹介します｡ P13にある
｢友愛のひろば｣に記載､寄稿は金沢百万石RCの会員で
すが､姉妹ｸﾗﾌﾞの高崎RCが9ｹ月に37名の会員増強に成
功しました｡会長は高崎経済大学の副学長として多忙
な要職にありますが､会員増強の熱意とﾊﾟﾜｰに圧倒さ
れ脱帽との事｡新会員にはﾌﾟﾛ野球で活躍したｱﾚｯｸｽ･
ﾗﾐﾚｽさんがいるそうです。

業出席率が向上しました。
＊ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝRC(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ)
僻村で活躍する移動図書館に対する資金援助をして

います｡司書がﾎﾞﾗﾝﾃｲｱｱｼｽﾀﾝﾄと伴に運営し､1台につき
週に約10町村を訪れます｡既に毎月1,000人の利用者が
本を借りるだけでなく､司書が主導して行う読書や物
語などの活動をしています。

他にもﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄはありますが､ここで日本について
見てみます｡日本は､江戸時代に培われた教育に対する
向上心の為､古くより世界的に識字率は高く､現在100
％に近いです｡しかし問題となっているのは､子供の貧
困問題と無戸籍の子供です｡子供の貧困は､17歳以下は
16.3％(H24年)6人に1人､貧困家庭の1人親は､54.6％｡
無戸籍の子供は平成24年8月8日時点で142人｡これが知
識不足や生活習慣の欠陥がみられ｢いじめや自殺｣の原
因となっています｡又家庭に於いては3歳までに行う躾
が大切です｡
いろいろ多岐に渡りお話しましたが､これにて私の

卓話を終了致します。


