うかの保証はありませんので、その点は安心して挑め
ることでしょう。しかし、それは基礎的技術力があって
の話です。
私たちがテレビで見る北朝鮮の国民は、一部を除
き随分貧しく見えます。学校も行って無いようにすら感
じます。お隣の韓国といえば、2016 年の英ガーディア
ン紙の発表によると、OECD 国家のうち、読解の実力
1 位、数学の実力 1 位、科学の実力 3 位となっていま
す。日本は、平均 5 位あたりです。北朝鮮といえば、
比べるまでもないように感じます。そんな国が、なぜ優
れた開発力を持っているのでしょうか。その答えは、
少々乱暴ですが、識字率にあるような気がします。
この 9 月は、「基本教
育と識字率向上月間」と
なっています。そこで、
今日は識字率について
皆さんと考えてみたいと
思います。さて、私たち
日本と北朝鮮の識字率
は、どれくらいだと思い
ますか？
日本の識字率は、９
９％です。韓国も９９％となっています。ところが北朝
鮮は、なんと９９．９％でキューバと並び世界のトップと
なっています。これには、色々な統計があり、若干の
相違がありますが、評価の低い統計でも日本、韓国、
北朝鮮は９９％で同率と評価されています。北朝鮮は、
国の政策により貧しい人も多いのですが、基礎的学
力の高い人が多く存在するのは確かなようです。
反対に最も最下位に位置する国はアフリカ諸国に
集中しています。アフガニスタン、ソマリア、エチオピ
ア、南スーダンなど３０％前後の国々が集中していま
す。同じ貧しさがあったとしても先進技術の取得には
大きく後れを取っています。

第１97 回 例会
2017 年９月６日 13:00
■司
会：島村恵三 例会運営・司会委員
■斉
唱：君が代 奉仕の理想
■出席報告：出席者数２９名 / 会員数 41 名
出席率 70.7％
前々回(195 回)修正出席率 73.1％
■ゲ ス ト：特別代表 浦野三男様
ニコボックス
〇初秋の候となりました。健康に注意して頑張りましょ
う！！（浦野三男特別代表）
〇安井戦略委員長、本日の卓話、期待しております。
よろしくお願いいたします。（藤谷会長）
○我が家では、シュウカイドウの花が見事に縁先手水
鉢の周りを飾っております。重陽の節句ももうすぐ、
いよいよ食欲の秋へ、でしょうか？季節の変わり目
です。どうか皆様、お体ご自愛ください。（櫻井孝充
直前会長）
〇今日も少し無駄な話をさせていただきます。申し訳
ありません。（安井忠クラブ戦略委員長）
○中部シニアプロアマチャリティーコンペが無事に終
わりました。ありがとうございました。矢口さんありが
とう。（細川年行さん）
※桜井、細川両氏には、多額のニコをいただきました。
ありがとうございました。
ニコボックス合計 １５，０００円
会 長 挨 拶
みななさん、こんにちは。
最近、毎日のようにニュースで目にするのは、北朝
鮮のミサイルばかりです。日本に打ち込まれるのでは
ないかとか、アメリカと北朝鮮が戦争を始めてしまわな
いかとか、不安を感じている人も少なくないと思います。
十数年かかると言われていた ICBM を 4kara 5 年で開
発し、ゴールにたどり着いた技術力には、目を見張る
ものがあります。確かに、既に他国で開発されている
ものを作るわけですから、結果的に実現できることは
保証されています。先駆者は、それが実現できるかど

本や新聞を読む。
道路の標識や地図を見る。
手紙を書いたり読んだりする。
買い物のお釣りを計算する。
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私たちにとっては、ごくあたりまえなことのように思う
かもしれませんが、「読み書きそろばん」、つまり文字
の読み書きができる能力のことを「識字」と言います。
逆に「文字が読めない・書けない」人のことを「非識字
者」と呼びます。今、世界の人口は約 7４億２1７0 万人
ですが、成人の非識字者は、約 7 億８１００万人います。
その 3 分の 2 は女性です。読み書きができないと、必
要な情報を手に入れることができず不利益を被るば
かりか、意思や要求を書面で伝えられず社会的な権
利が大幅に制約されます。本人ばかりでなく、国や地
域の発展にとっても不利益になります。この非識字者
の人々は文字の読み書きができないだけではありま
せん。では、いったいどんな弊害があるのでしょうか？
① 経済の問題
ちょっとした計算すらできないために、自分で買お
うとするものがいくらになるのか分からない。市場でお
釣りをごまかされたり、作った農作物を買いたたかれ
たり、働いても正当な額の給料がもらえなかったりしま
す。
② 健康の問題
病気のとき、文字を読めないからどの薬を何錠飲め
ばよいのか分からず、過剰に飲んで命が危なくなる可
能性もあります。例えば、抗エイズ剤は時間に厳しく、
飲み忘れが続くことにより耐性ができ、薬が効かなくな
ってしまうことがあります。時計の文字盤も読めない場
合、時間通りに毎日薬を服用することができず命を落
とすケースもあるようです。
③ 機会の損失
自分の名前が書けなければ、社会保障を受ける機
会や選挙で投票するといった社会参加の機会を逃し
てしまいます。読み書きができない人は取り残され、
貧しさから脱出することが難しくなります。

2000 年以降、14 の国で小学校の授業料が無料化
され、生徒数が増えました。しかし、増えた生徒数に
勉強を教えられるだけの学校がありません。もっとも近
い学校が何十キロも離れていたり、雨季に道路が冠
水したり、通学することが難しいことも多々あります。
③ 女の子は学校に通う必要がないと考えられている
から
途上国では、女の子よりも男の子の教育にお金を
使う傾向があります。学校には女性用トイレがなかっ
たり、女性教員が少なかったり、女の子が通える環境
が整っているとは言えません。また、望まない幼児婚
をさせられ、学校へ通わなくなってしまう女の子も少な
くありません。そのため、世界の非識字者の 3 分の 2
が女性とも言われています。
④ 先生の人数が足りないから
カンボジアでは一人の教師が 50 人の生徒を、モザ
ンビークでは 67 人の生徒を教えています。教員の多
くは一般的な公務員より安い賃金で働き、病欠中の
賃金や年金などの保証もないため、教員の無断欠勤
や人数の減少がおきています。2006 年にザンビアの
NGO が試算したところ、一世帯あたりに必要な生活費
410 ドル/月に対し、教員の平均給与は 191 ドル/月で
した。タンザニアでは、2000 年から 2002 年の間に教
員の 42％がエイズ関連で死亡しました。
⑤ 家で話す言葉と学校で教わる言葉が違う
少数民族が通う場所への学校建設を後回しにする
国もあります。少数民族の言語での授業を認めなかっ
たり、現地語を理解する教師が不足していることも多く
あります。家で話す言葉と学校で教わる言葉が違うた
め、勉強についていけない生徒は自然と学校から離
れて行きます。
国や人々が裕福になり幸せを享受するためには、
識字率は欠かせない要素です。世界のどこかで、生
きる事さえままならない人々が多く存在します。私たち
は、この日本に生まれたことと、こうして何不自由なく
生きて行けることを神に感謝しなくてはなりません。
現状を知らずして社会奉仕は始まりません。私たちが、
今なすべきことは、識字率の低い国々で生きてゆか
ねばならない彼らに思いを馳せ、ロータリアンとして何
をすべきか一人一人が考えてみましょう。
以上で、会長挨拶を終わります。
ありがとうございました。

「識字」は、人として生きていくうえで「最低限必要な知
識・知恵・技能」なのです。なぜ読み書きができない
人（非識字者）が多いのでしょうか。識字率が低い背
景には、さまざまな要因が考えられます。
識字率が低い代表的な要因は、次の 5 つと考えら
れます。
① 学齢期に教育を受けることができないから
世界には、教育予算が少なく、授業料が無料では
ない国が多くあります。貧困家庭の子どもや孤児は、
学費を払えず、学用品を買うお金がなかったり、家計
を助けるために働かなくてはならず、学校へ通うことが
できない傾向にあります。また、学校教育の質も低く、
親が「子どもを学校に通わせる意味がない」と考えるこ
とも少なくありません。

■幹事報告
深見礼子幹事より報告がありました。
記念事業の案内がありました。
菊池富士子前年度幹事より、昨年度決算報告を９月２

② 近くに学校がないから
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７日に行うとのこと。

ロータリークラブとは 慮る心、 思いやり、 優しさ、
人間を愛し社会を愛しすなわち全ての行いが奉仕で
あります。最近流行りの忖度は 慮ると違って その心
の中に 私利私欲が入っている様な気がしてなりませ
ん。私達ロータリアンは 社会の為の奉仕いわゆる超
我の奉仕の元、裏表の無い、得や名誉を求めない
慮る心を持って 貢献しなければならないと思ってお
ります。
そして私達アイリスロータリークラブは、戦略委員会
にて戦略企画を立て、戦術そして実行したいと思って
おります。しからば戦略は、戦術は、と云う事になりま
すが、おいおい皆様と協議をしながら考えたいと思っ
ておりますが、一番にアイリスの現会員の理解を得る
為にどうしたら良いか、そして我がアイリスは 仲良く
明るく 楽しいアイリスであって欲しいと思っております
ので、皆様で考えて下さい。

■委員会報告
＜出向者報告＞
荒山ロータリー財団委員長より、下記の通り委員会報
告他がありました。
・ロータリー財団グローバル補助金奨学生３名の、帰
国報告会の案内
・「第５回ワールドフードふれあいフェスタ」の案内と、
チケットの利用方法、およびチケットの追加購入のお
願い
■卓話 安井 忠 クラブ戦略委員長
皆様こんにちは。
度々出て参りまして申し訳ありません。丁度 歯の治
療中でありますので、
滑舌が悪く大変申し訳
ありませんが気にしな
いで 聞い てください 。
そして何を言っている
のか解らなくても、理解
して下さい。
毎週 クラブ戦略委員
会と云う名前を覚えて
頂こうとニコＢＯＸに戦
略委員長名で出して
おりますが、ボチボチ
覚えて頂けたかと思い
ます。
戦略委員会とは、先日もガバナー公式訪問でガバ
ナーが第一番におっしゃられた言葉は、この先１０年
先 20 年先を見据えたロータリークラブ作りの為の委
員会であると。すなわち今あるロータリークラブが世間
にどの様に見られているのか、又魅力あるクラブであ
るのか、今しっかりしなければ １０年先 ２０年先は無
いとおっしゃってみえます。
戦略委員会は 昨年までのリーダーシッププランが
基本になって、この先 ロータリークラブを継続してい
く為に、１０年後２０年後を見据えた計画を立案するの
がクラブ戦略委員会の活動であります。
地区の輝きが持続可能である様、ロータリーのブラ
ンドマーケティング戦略に基づいて、ＳＮＳの利用促
進、公共イメージ向上、会員基盤の強化など 先ず自
分達のクラブを分析して今後どう云う方向に クラブを
持って行きたいかを議論し 会員の 行動ベクトルを
合わせ 一段と強力で 且つ楽しいクラブにする様
これらを見据えた クラブ戦略委員会を立ち上げ 自
分達のクラブの良さと
課題を会員の皆様と共に
検討する様、皆様の御理解を賜ります様、お願い申し
上げます。

【今年度の会長方針は共に活動し 共に奉仕し 共に
頑張るアイリス】であります。
正に戦略委員会そのものであります。その為には 会
員一人一人が もう少しロータリーを理解し、 全ての
会員が力を合わせた素晴らしいクラブになる様願って
おります。皆様の御協力をお願い致します。
今年度に入り 藤谷会長 深見幹事との息が ぴった
り合い、今日を含めて２ヶ月経ちましたが 素晴らしい
例会にして頂いております。
このまま全てにおいて 慮る心にて あと１０ヶ月ありま
す例会を まとめて頂けますれば 素晴らしいアイリス
ロータリークラブに なると存じます。
２年目の荒山会長の時に、鶴舞図書館へパソコン
を寄贈。 ３年目の私の会長の時から 名古屋大学病
院 小児がん科への寄付。そして昨年は、 桜井会長
による地区からの補助金 そして我がクラブからの寄
付等により 大変子供達 そして御家族の方々に喜ん
で頂きました。
名大病院に関しては 最初から 沖 職業奉仕 社会
奉仕 委員長と長谷川副委員長の働きがありまして
そして今年も地区より、昨年より増しての補助金が頂
ける様になりました。そして荒山ロータリー財団米山記
念奨学の委員長に アイリス設立以来続けて頂いて
おり 地区にも出向して頂いております。
そして竹内青少年奉仕委員が 地区に出向され、
今年は１２ローターアクトの主観の 委員と云う事でご
活躍を頂いておりますが、残念な事に 昨年度の理
事会にて全ての引継ぎ出来ておらず、今年６月に入
って ローターアクトの主観と云う事で 国際奉仕・青
少年奉仕委員の 加藤君、安井君、竹内君、島村君、
片桐君が大変忙しい目にあっております。
今年度は 来年に繋がって行く様な委員会作りが
出来ていますので、今年を含め 来年、再来年とスム
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ーズに委員会が繋がる様願っております。
クラブ戦略委員会は 私が委員長、そして藤谷会
長が副委員長、委員として 荒山２代目会長、桜井直
前会長、深見幹事、竹内エレクト、三木ロータリー歴
40 年の先輩とで構成され 全ての委員会の会合又は
打ち合わせ会に、オブザーバーとして 誰かが出席さ
せて頂こうと思っております。
戦略委員会は今後 会長経験者が 繋いで行く委
員会でありますので、まあまあ ロータリーの知識は持
って見える方で構成しておりますので、解らない事は
戦略委員に聞いて頂けると良いと思います。最後にな
りますが、もう一度クラブ計画書を皆様よく見て下さい。
多くの方が １ヵ所の委員会では無く ２ヵ所 ３ヵ所の
方もおみえになるので、よく頭の中に刻み込んで下さ
い。
特にクラブ奉仕委員会は、桜井理事を頭に 例会
運営 ニコボックス、出席管理、親睦活動の中に 名
前が入っている方は 時間のある限り毎週例会の受
付に 運営ニコボックス 出席親睦の枠を外して 全
員がクラブ奉仕委員会の 委員と云う事で受付に立
つ様に お願いしたいと思います。
そして後はロータリークラブの会員として どの様に
出席するかです。例会出席が一番。 都合の悪い時
はメーキャップ その他のメーキャップが出来るクラブ
が ありますが いずれにせよ 出席する事がロータリ
アンの義務でありますので、５年目に入ったクラブの
為、各自が もっと自覚を持って頂きたいと思います。
お願いばかりになってしまいましたが クラブ戦略委
員会とは、会員教育 他クラブとの協調 そしてＲＩへ
の協力等 会長 幹事と考えは同じだと思っておりま
すので 嫌な事を言うかも知れませんがこれも役目で
ありますので 良い所を伸ばし 悪い所は改めたいと
思っております。御協力の程、お願い申し上げます。
話しは がらっと変りますが 日曜日に北の将軍様
が とんでもない事をしでかしましたなぁ。 広島の４倍
の威力だそうですけれど、 私達子供の頃は 鉄腕ア
トムとか 宇宙戦艦ヤマトとか マンガの世界の話しで
ありましたが、アメリカが本気を出せば マンガの世界
では 無くなってしまいますね。私達が心配しても仕
方が有りませんが、 何とか地球全体が安らかに笑顔
で暮らせる様になりませんかねぇ。
眞子様 小室さんの婚約発表がありました。太陽と
月にたとえられて 光り輝いて見えましたが、 私事で
すが私の妻とも５５年前には同じ気持ちではありました
が、 今は太陽は真っ黒な雲の中月は雨降りのおぼ
ろの中で 光はボーットあるだけです。しかし このボ
ーットと光があればこそ お互いに この光を当てにし
て生活をしております。無いより あった方が良いと云
う物があれば それが一番大切です。
このアイリスも無ければ皆様と楽しく 仲良く出来な

い訳で ロータリークラブをもう少し愛してください。
そして一緒に素晴らしいロータリアンになりましょう。
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