
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：ジョン F.ジャーム 
第 2550 地区ガバナー：栃木  秀麿 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：毎週水曜日 12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2743回 村山年度 第 9回 会報 2016-9-7 司会 豊田哲司君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  大森貞男君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 9月 7日 38(5) 32(4) 6(1) 86.5% 

前回 8月31日 38(5) 32(4) 6(1) 86.5% 5人 100% 

宇都宮ＲＣ2015-2016国際奉仕委員長 
            飯村 悟様 

宇都宮ロータリークラブ熊本勇治様 

  

 皆様こんにちは。9月最初の例会ということ
で、本日の会長挨拶は、ロータリー特別月間
のテーマ「基本的教育と識字率の向上」、そ
して、サブテーマ「ロータリーの友」につい
てお話しさせていただきます。 
 最初に「基本的教育と識字率の向上」につ
いては、 
 地域社会で基本的教育を普及し、識字能力

を高めるためのプログラムを支援 
 地域社会の参加を促進、成人識字率の向上、

教育における男女格差を減らすための活動 
を支援 

 基本的教育と識字率向上に関連した仕事に
従事することを目指す専門職業人のための
奨学金支援 

を強調する月間ということでございます。日
本そして当地域では、基本的にすべてクリア
されている事柄ですので、この対象となるの
は海外の発展途上国等になる訳です。 
 ユネスコによれば、世界で15歳以上の8億人
の人々が基本的な読み書き能力がなく、女
性・女子は世界の非識字人口の64%以上を占め
ているそうです。 
 読み書き・計算能力が社会に与える恩恵は、
議論の余地がありません。内戦防止、経済発
展、健康問題等、秩序ある地域社会の構築・
維持に欠かすことができません。 
こうしたことから1986年以来、国際ロータ
リーの強調事項として推奨され、1997年7月か
ら「識字率向上月間」が設けられました。 
 それでは具体的にどのようなプロジェクト
がなされてきたかといいますと、 
 ライトハウス識字プロジェクト（灯台作

戦） 
タイ国で最初に実施され、その後多くの発
展途上国で成功を収めました。灯台が安全 
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な航路を示すように、識字を通じて人々に
歩む道を示すことを目的としています。 

 語学力集中研修講座（ＣＬＥ：
Concentrated Language Encounter） 
これも最初にタイ国の学校向けに開発され
た教授方法で、読み書きを中心とした識字
教育で、自分たちの文化遺産に対する理解
を深め、さらに保健・環境等の問題への認
識を高めることに役立っています。現在、
タイの全ての国立学校で採用されている他、
多くの発展途上国で取り入れられています。 
 

 画期的なプロジェクトを実施 
バングラディッシュのダッカロータリーク
ラブは、前述のＣＬＥを推奨し、国の教育
カリキュラムを革命的に変えました。バン
グラディッシュの小学校教師は、教職免状
を取得するために、ＣＬＥ方式コースの終
了が必須とされました。その結果、1999年
6月までに3,136人の教育者がこの研修を受
け、357校の2,157以上の教室がＣＬＥプロ
グラムを実施し、162,982人の生徒がその
恩恵を受けました。 

 学校を救う 
フィリピンのTaloy Norteという貧しい田
舎で、火事が3部屋からなる小学校を焼き
尽くしてしまった時、Metro Baguioロータ
リークラブは、クラブの建築家、エンジニ
ア等が現場を検証し、学校の再建にかかる
費用の見積もりを作成しました。そして、
全クラブ会員及びその家族が、その資金集
めに努力しました。地域住民とクラブ会員
が一体となって学校を再建し、教育が地域
社会の社会経済的ニーズの永久的解決をも
たらすという彼らの信念を示しました。 

 この他にも「海外に書籍を送る」、「赤ちゃ
んのための本を寄贈する」など様々な例がご
ざいます。 
 本件については、具体的にどのようなこと
なのかといったことが、私としてもあまりよ
く理解できておりませんでしたので、本日は、
勉強を兼ねて皆様にご紹介いたしました。 
 なお、今月のサブテーマ「ロータリーの友
月間」につきましては、ロータリーにおける
日本の地域雑誌という位置づけで、世界では
３１あります。この月間は、従前の「雑誌月
間」、「ロータリー理解推進月間」がなく
なった補完措置としてもうけられました。 
 この後、本日の卓話は、国際奉仕委員会に
よる外来卓話ということで、先程ご紹介いた
しました、宇都宮ロータリークラブ２０１５-
１６年度国際奉仕委員長を務められた飯村 
悟様よりお話を頂戴することになります。皆
様とともに貴重なお話をお伺いしたいと 

第9回幹事報告を致します。 
 10月23日に開催されます地区大会の出欠表

を今週も回覧しております。ご記入よろし
くお願いいたします。 

 ロータリーの友英語版の注文書が「ロータ
リーの友」事務所より届いております。ご
希望の方は10月12日例会までに幹事の植竹
までお知らせ下さい。取りまとめて注文致
します。 

 大田原ロータリークラブより8月の会報が届
いております。別途回覧をいたしておりま
す。 

 ガバナー事務所より「ロータリーの友」情
報提供依頼が届きました。黒澤洋一雑誌委
員長にお渡しいたしました。 

考えております。以上で、本日の会長挨拶
といたします。 

 第1グループの報告 
第1グループガバナー補佐髙木慶一 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。 
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 親睦委員会誕生結婚祝い 
9月誕生祝い 

秋葉秀樹会員 大森貞男会員 佐藤博会員 

9月結婚祝い 

吉光寺政雄会員 大島三千三会員 

 1年交換学生が台湾から8月21日に来日して大
田原中央RCでホームステーしています。8月25
日に歓迎会が開かれ参加してまいりました。
名前は楊雲筝さんスポンサークラブは台湾高
雄ロータリークラブです。愛称で凛（リン）
と呼んで欲しいそうです。大田原女子高に通
学しています。大田原中央RCでは、5のホスト
ファミリーにホームステーするそうです。黒
磯クラブにも来る機会があると思いますので、
その時は宜しくお願いします。 

室井次男君 

大島三千三君  飯村さん熊本さん本日は誠に  
           ありがとうございます。 
小野安正君      ハーレーオーナーズグループ 
             走りの殿堂入りできました。10     
             万マイル達成       
佐藤 博君      明日から70代入り。 
大森貞男君       自分の誕生日を忘れていました。 
飯村 悟君        宇都宮ロータリークラブ 
熊本勇治君       宇都宮ロータリークラブ 

 宇都宮ロータリークラブの飯村国際奉仕委員
長には国際奉仕の事例として、宇都宮市内で現
役を終えた「消防車をタイに送るプロジェク
ト」についてお話しいただきました。以下、お
話しの概要です。（プロジェクターを使っての
ご説明でした。） 

宇都宮RC2015-2016国際奉仕委員長 
       飯村 悟様 

髙木慶一君   飯村さん熊本さんを歓迎して  
吉光寺政雄君  結婚祝いありがとうございます 
村山 茂君    宇都宮ロータリークラブ飯村様      
           熊本様黒磯クラブへようこそ 

• このプロジェクトを実現させるために、宇
都宮ロータリークラブ、宇都宮西ロータ
リークラブ、宇都宮北ロータリークラブ、
宇都宮陽北ロータリークラブ、宇都宮陽 
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次回例会            平成 28 年9月14日      担当雑誌委員会 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

9月7日欠席(敬称略) 
遠藤清和・深町彰・檜山達郎・稲垣政一 
藤崎善隆・戸野俊介 

前回 8月31日分メークアップ(敬称略) 
吉光寺政雄・鈴木久雄・髙木茂・豊田哲司 
鳥居輝一 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

南ロータリークラブ、宇都宮90ロータリー
クラブ、宇都宮さつきロータリークラブが
資金協力をいたしました。 

• このプロジェクトは中谷直前ガバナーの
「タイで消防車が不足していて寄贈してる
団体を探している」というヒントから始ま
りました。 

• 今年２月、宇都宮市長に直談判して「消防
車を払い下げることができる」という回答
を頂きました。 

• 今年4月、国際ロータリー第3350地区のメ
ンバーが来日、現物を確認したいただき大
筋合意ができました。 

• 今年5月、苦難の諸手続きを終えて、寄贈
消防車を2台タイに輸出、当地区メンバー
も第3350地区を訪問し、チャイワイガバ
ナーはじめ多くに人に大歓迎を受けました。 

• タイ郊外はまだまだ物資が不足していて支
援をすれば、地域の人々に喜ばれる余地が
十分あるという印象でした。 
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