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関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。米山
奨学生の周君、出席ありがとうございます。また、春日孝文様ようこ
そおいで頂きありがとうございます。
さて、9月は基本的教育と識字率向上月間及びロータリーの友月間で
す。今月のロータリーの友の中で、RIのK.R.ラビンドラン会長はロー
タリーの会員増強を薪を割る斧に例えています。切れない斧で、薪を
割ろうとしていませんかと問いかけて、その一つの方法として7月に開
始された「ロータリーグローバルリワールド」を取り上げています。
「ロータリーグローバルリワールド」プログラム、ロータリークラ
ブ会員が航空会社やレンタカー会社、レストラン、商品などの割引を
利用出来る特典プログラムです。RIは、クラブ会員の満足度と維持率
を高める為に、会員だけが利用出来るプログラムです。ロータリーク
ラブの正会員なら、どなたも利用することが出来ます。My ROTARY
のアカウントを持っていれば、My ROTRYにログインすれば利用出来
ます。現時点では、参加企業の掲載はすべて英語となっていますが、
今後他の言語でも特典が追加される予定です。どうか皆さん、My
ROTARYの登録をお願いします。
7月15日のMy ROTARYの記事の中に、「識字率向上へのチャレン
ジ」の記事が掲載されています。
教育が進んでいる米国でも、小学3年レベルの読み書きが出来ない成人
は3,600万人（非営利組織「ProLiteracy」調べ）いるそうです。デト
ロイト市で行われた調査では、17以上の人口のうち、日常で必要とさ
れる読み書き、会話、コンピュータのスキルがない人がほぼ半数に上
がることが明らかになりました。同市で識字率向上を支援している団
体「Reading Works」も資金不足、人材不足に困窮しており、長年の
取り組みにもかかわらず改善が遅々として進んでいなかったそうです
。非識字が原因で多くの問題が引き起こされます。識字力の欠如は貧
困を生むだけではありません。医薬説明書を読めない為に健康リスク
が高まり、コンピュータ社会の中で取り残され、地域経済の停滞を招
きます。読み書きが出来ず、手に職がつけられない親の元で育ち、学
校での限られた教育しか受けられない子供たちが大勢いました。
そこで、周辺地域のロータリークラブがProLiteracyと提携して、教
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育指導員を増やすための募金を実施し、市と協力し
て約26万冊の図書と587台のパソコンを識字関連団
体に寄贈したほか、ロータリーの補助金でオースト
ラリアから専門家チームを招き、教育指導員を対象
とした研修を行ないました。さらに、地域社会の認
識を向上するためのテレビ番組を始めるために、補
助金が活用されました。その結果、教育指導員から
読み書きの指導を受けた成人500名が、テストの結
果3学年分に相当する識字能力を向上することが出
来ました。「身につけた読み書き能力は、一生その
人を支える力となります。この力を一つ一つ地域社
会で育てていきたい。」と地元のロータリアンは語
っています。詳しくはMy ROTARYをご覧下さい。
この記事から思うことは、私たちは識字率向上はア
フリカ等の発展途上国の事ととらえていたことです。
豊かな米国でさえ、識字率向上の活動が必要なこと
です。最近のニュースからも、ヨーロッパで難民や
移民の流入による多民族化が問題となってきていま
す。日本でも、身近なところで外国の方が見受けら
れます。全ての人が日本語が話せるとは、限りませ
ん。識字率向上の活動も、変わっていかなければな
らいと思いました。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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◆留学生が全員帰ってきたということで帰国学生報告
会が10月4日（日）午後２時からパイオランドホテルで行
われます。当クラブの島村さんのお嬢さんも報告され、
お嬢さんの時間は午後4時半からとなります。
よろしくお
願いいたします。
◆『ロータリーの友』を見て気になったのですが、元ヤク
ルトや巨人にいたプロ野球選手のアレックス・ラミレス
選手が高崎ＲＣに入会したそうです。

委員長報告
地区国際交流委員会 大木保司委員長
ただいま藤村幹事からも
報告がありましたが、明日「
第13回 日韓親善会議」
が行われます。日本側が
1460名の登録、韓国から
300名が来日してきます。
当地区からは上尾クラブ５名を含め１６０名が登録を
いただきました。RID2770地区が全体の１割を占め、た
いへん多くのご登録をいただいたことになります。あり
がとうございます。晩餐会終了後、2770地区と友好地
区である3750地区の友愛の広場という二次会のような
会も予定されています。以前当クラブの米山記念奨学生
だった河君が急遽通訳として参加してくださいます。明
日は大塚パストガバナー、関口会長を含め５名で参加し
てきます。
よろしくお願いいたします。

告

作幹事

◆４日（金）に日韓親善会
議が開催されます。長時間
ですが出席される方、
よろ
しくお願いいたします。
◆RYLAの研修セミナー
の参加募集です。今年度も
研修セミナーが来年４月２、
３、
４日の３日間に開催され
ます。今年度は日本の酪農の現状を学ぶことを通じてリ
ーダーシップを養う、
という内容です。希望者はご連絡
いただければと思います。
◆職業奉仕部門セミナーと、同日開催 夜話会（トワイ
ライトミーティング）のご案内が皆さんのお手元に届い
ていると思います。10月16日（金）、清水園にて記載され
ます。
どなたでも参加できますので、
よろしくお願いいた
します。
◆「彩の国 目の祭典2015」が10月25日、埼玉県眼科
医会 埼玉県腎・アイバンク協会主催で大宮ソニックシ
ティビルで開催されます。

米山記念奨学会功労者表彰
細野 宏道会員
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大塚

皆さんこんにちは。私は
埼玉県大宮市、今でいうと
さいたま市北区本郷町出
身で自宅は西大宮にありま
す。会社は新宿にあるので
すが、
もともと埼玉県の病
院の眼科の検査技師だったのですが、それから金沢医
科大学に行き、父が営んでいる薬局に入社しました。藤
村病院さんの隣にある薬局の会社で、埼玉県下61店舗、
国内全店舗数は112あります。今回こういった機会を与
えていただき、右も左もわかりませんがどうぞよろしくお
願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生 周 彬（しゅう びん）君

もともと今日卓話の予定でしたが、いろいろな調整で
9月24日に変更になりました。
もう少し時間をいただい
て完成度の高い卓話を披露したいと思います、
どうぞよ
ろしくお願いいたします。

国際大会報告

信郎パストガバナー

６月、
ブラジルまで行って
きた報告をいたします。今
回の国際大会では開会式
に参加し、あとは観光をし
てきました。
私はシカゴ経由で飛行機
に乗りました。シカゴまで11時間45分、
ここで6時間の
休憩があり、その後サンパウロまで10時間30分かかり
ました。
サンパウロについてすぐホテルではなく東山農場に行
きました。
翌日、開会式に参加しました。
会場ではナイジェリアの方とバナーを交換しました。
その後、カーニバルを見ました。
そしてサントス観光に行きました。
コーヒー農園の見学では、通訳に、相模ＲＣにいたとい
う交換留学生がいました。
次の日、イグアス観光に行きました。
食事するところからイグアスの滝を見て、ヘリコプターに
乗りました。パイロットは女性でした。イグアスの滝は世
界三大名瀑の１つで、滝の数が２７５本あるそうです。
と
ても壮大でした。
次にリオデジャネイロに行きました。コパカバーナ海
水浴場に行き、カテドナル・メトロポリターナという天井
がすごく高い教会に行きました。
食事はシュラスコ料理店に行きました。
コルコバードのキリスト像を見学しました。
ご静聴ありがとうございました。

※大塚パストガバナーのパワーポイント画像です。

大塚パストガバナー、卓話ありがとうございました
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