
（1）
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して日本語の識字力向上の活動をすることも
必要になってきています。
　文章を正しく読み書きすることは、社会人
としての教養や人間力を高めることに必須の
要件です。教育の中で最低限の能力を身に付
けることが重要です。しかしながら最近で
は、メールなどの簡単な短文に接する機会が
多いからなのか、学校の試験問題においても
問題文自体の意味が分からないという子供た
ちが増えているとのことです。「文字は読める
けれども文章の内容が理解できない」という
のは今後深刻な社会問題になるのかもしれま
せん。
　私個人としても識字の能力は人並みだと思
いますが、書く能力は文書をパソコンで作る
ようになって以降着実に低下の一途をたどっ
ていることは自覚しています。「読めるけれど
も書けない」これは個人としては深刻な問題
だと認識しなければならないのかも知れませ
ん。
　「識字率向上月間」にあたり改めて、寺子屋
の時代より「読み･書き･そろばん」というも
のを重要視していた日本人の意識の高さを再
認識することが出来たと思います。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　長崎国際大学RAC　会長	 瀧口　　瞭さん
○ビジター
　北松浦RC	 湊　浩二郎さん

	 会長　富永　雅弘
　先週は9月が「ロータリーの友
月間」と申しましたが、同時に
「識字率向上月間」でもありま
す。文字を読めない人は自立で
きず、犯罪や搾取にあい、人間
的尊厳の喪失へと陥っていくの
は悲劇です。また地域の経済的、政治的、社
会的な発展の障害ともなり国際的な問題とな
っています。日本では識字率はほぼ100％です
ので、ことさらに識字率というものを意識す
ることは少ないのですが、世界では人口の約
1/4は文字を読むことが出来ないと推定されて
います。日本のロータリークラブでも、地域
の識字率の向上の必要性を認識し、これらの
ニーズに応える活動を実施してきました。
　具体的には、ユネスコ協会への寄付を通じ
てネパールに校舎を建設した（所沢RC）、女性
の識字と保健教育を目的としたセンターを建
設した（東京成城RC）、絵本をベトナム人と日
本人のボランティアの協力でベトナム語に翻
訳して寄贈した（山口南RC）などの活動があり
ます。
　視点を変えると国内にも識字率を巡る問題
があるように思います。近年、就業のために
日本に居住する外国人が増えていますが、そ
うした人々の多くが日本語の会話や読み書き
の力が不十分で、日本の社会に溶け込めない
でおり、地域社会の中で独自の社会を作って
しまい、地域住民との間でトラブルになって
いる例もあるようです。そういった人々に対
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　セミナーは職業奉仕地区委員の運営のもと
駒井英基ガバナーのお言葉と基調講演とし
て、講師に第2650地区パストガバナー刀根荘
兵衛さんによる「職業奉仕の現状とその歴史	
職業奉仕で変化をもたらす」と題する貴重な
お話をうかがいました。
・職業奉仕の日米での考え方の違い
・ロータリー職業奉仕の変遷と現状
・これからの職業奉仕のあり方などについて
分かり易く丁寧にお話し頂き理解が深まりま
した。
　特に、セルフレスの心で、個人の利益を超
えて社会全体の利益を考えるソーシャル型の
ビジネスモデルや職業理念を発信すること
が、これからのロータリーの発展につながる
ということばが心に響きました。

	 朗遊会幹事　大久保利博
「朗遊会」開催のご案内
　2017〜2018年度の第2回朗遊
会を下記の通り開催致します。
　ソロプチコンペとの合同にな
り、参加費がかかりますが、賞
品もグーっと良くなると思いま
す。ダブルペリアです。みなさまのご参加宜
しくお願い致します。
　日程／平成29年10月7日㈯
　時間／AM9:30スタート
　場所／佐世保カントリー倶楽部	石盛岳コース
　参加費／2,000円

ガバナー月信委員会	 委員長　中村　徳裕
　来週9月20日㈬の早朝、来年ホストクラブと
して開催する「2018-2019年度国際ロータリー

	 幹事　坂元　　　崇
１．	国際ロータリー日本事務局　クラブ･地区
支援室

　	2017年8月末までのRIJO−FAQ配信履歴の
通達
　	https://1drv.ms/f/s!Am5vZ-rEzAfog2aGg
　　　　	5inEix64hPr

２．ロータリーの友事務所
　①ROTARY	あなたも新しい風に		冊子
　②ロータリーの友	手引き		冊子

３．地区IT公共イメージ向上委員会
	 	委員長　久保　泰正さん
　①	My	Rotary登録達成のお願い　登録者数･
登録率表

　②	９月『ロータリーの友月間』紹介用ビデオ紹介

４．第2740地区
　　2017-2018年度	ガバナー	駒井　英基さん
　　地区大会実行委員長	 田中　洋介さん
　地区大会関係資料等の提出要請
　①地区大会信任状証明書ご提出	9月29日㈮迄
　②個人表彰受賞者資料
　③物故会員資料

５．米山奨学委員長	 大家　和義さん
　米山奨学生の出前卓話に関するお願い
　別紙掲載	６項目

６．佐世保東南ロータリークラブ
　	2017〜2018年度「クラブ現況と活動計画書
･報告書」が届いております。

出席･例会委員会、クラブ広報委員会
	 川添　秀則
「職業奉仕セミナー」参加報告
　先週9月9日㈯、佐賀県武雄
市の武雄センチュリーホテルに
て開催された、国際ロータリー
第2740地区2017〜2018年度職
業奉仕セミナーに、次期地区幹
事増本一也さん、R奉仕プロジェクト委員長
大神吉史さんと筒井和彦さん、岩㟢友晴さ
ん、德川晃尚さんとともに参加いたしました。

幹 事 報 告

その他の報告

朗遊会より

委員会報告
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第2740地区・地区大会」のPRビ
デオ」の撮影を、九十九島観光
船パールクィーン号の船上にて
行います。すでに30名以上の
会員の皆さまに出席を予定して
いただいており、大変ありがた
く思っております。
　昨日、カメラマン及びスタッフ4名で、実際
に乗船させていただき、ロケハン（撮影下見）
を行ってまいりました。ドローンを使った空
撮を交えて、佐世保と九十九島の魅力を発信
する計画です。大勢のメンバーの皆さまの笑
顔で、2740地区の皆さまに歓迎の熱い気持ち
を表現できたらと思います。
　なお、当日は、特製の法被をご用意いたし
ますので、服装は自由で大丈夫です。また軽
食も用意しております。集合場所は九十九島
観光船乗り場ロビー。集合時間は7時40分、出
航8時、帰着9時30分の予定です。何卒よろし
くお願いいたします。

	 親睦活動委員会　前田　恭宏
○今月の誕生祝い
　米倉洋一郎さん（6日）
　田中丸善保さん（19日）
　古賀　淳二さん（23日）

	 出席・例会委員会　川添　秀則
北松浦RC　湊　浩二郎さん
　また、メークアップに伺いました。度々参り
ますので宜しくお願いします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
安福　竜介さん、古賀　　巖さん

廣瀬　章博さん、大久保利博さん
福田　金治さん、増本　一也さん
赤木　征二さん、福田　金吾さん
木村　公康さん、松尾　慶一さん
橘髙　克和さん、大神　吉史さん
安倍　雅隆さん
　長崎国際大学RAC会長	瀧口　瞭さんの卓話
に期待してニコニコします。

大久保利博さん
　9月9日㈯、親和銀行11支店対抗ゴルフコン
ペにおいて200人以上の参加者がいる中、坂本
敏さんをおさえ優勝する事が出来ました。ち
なみにロングホール2つで9･10を打ち、ショ
ートホールで6を打つなどすべてハンディーホ
ールの様でした。ありがとうございました。

米倉洋一郎さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

「長崎国際大学RACについて」

　長崎国際大学RAC
　　会長　瀧口　　	瞭さん

　皆さんはRACの活動につい
てご存じですか？私は高校時
代に坂本敏さんから言われるまでは知らな
かったですし、誘われていないと入ってな
いと思います。そんな名前も、何をするか
も全く知らない状態で入ったので、最初は
活動の意味がわかりませんでした。
　大学に入る前はサークルは、学生同士が
ある意味大学生らしく馬鹿騒ぎするものを
想像していたのですが、実際に入ってみる
と、社会人がいるということは納得できる
ものの、鐘が鳴るわ歌を歌うわで、何だこれ
は！？という感じでした。そして、そのこと
を周りの人に言うと、RCは知っていても
RACまで知っている人は少ないので、危な
い宗教じゃないかとか、洗脳されるんじゃ
ないかとか、よく言われたものです。しか

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	 　19,000 円

	 累　　計	 323,000 円

◇

卓　　話

慶　　　祝
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：德川　晃尚）
（カメラ担当：田中　信孝）

＊9〜10月  例会卓話者予定＊

９月27日　会員卓話	 	 長浜　陽介さん
	 （東京海上日動火災保険㈱		佐世保支社長）

10月４日　観月例会

10月11日　JR佐世保駅
	 駅長	 井手　靖則	様

10月18日　児童養護施設「清風園」
	 園長	 川添　　聡	様

10月25日　会員卓話
　　　2018〜19年度地区幹事		 増本　一也さん
　　　2018〜19年度地区大会実行委員長
	 	 橘髙　克和さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月3日㈫　17:00〜	〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月28日㈭　19:00（食事開始）〜
　　　地区代表公式訪問例会
会場／長崎国際大学	食堂
〜皆様のご出席をお願い致します。〜

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

しこれが一般の大学生、会社員の感覚だと
思います。それぐらいRACの認知度は低い
です。大学生は特に楽しいというのを重視
すると思うので、将来には繋がるけれど今
は自由に遊びたいという考えから敬遠され
ていったのではないかなと思います。うち
の大学だとスポーツメインか、介護や薬剤師
などの専門知識を学び、そちらで手いっぱ
いの人が多いのでそれもあると思います。
　次に長崎国際大学RACが何をやっている
か、紹介させていただきたいと思います。
まず、具体的なRACの活動目的です。これ
は定款をもとにざっくりまとめているので
すが、一番のメリットとしては、社会勉強が
できる、というのが大きいのではないでし
ょうか。　　　
　私はゴルフをやっているので、色々な社
会人の方と話す機会があるのですが、普通
の大学生では、身の周りの社会人と言って
も、同年代やバイト先の人など限られてい
ると思います。そのため普通の大学生では
できないような話を聞くこともでき、交友
関係も広げられると思います。
　次に実際に行ってきた活動とこれからや
っていく活動です。2016年度は前会長の仁
田原さんが行ってきたもので、卓話が多か
ったです。そして、この頃は会員は少なか
ったですが、自らの意思で入ってきた人が
多かったので、出席率は良かったです。
　それで私が会長になってからの活動は、
親睦を増やしました。理由は、去年を振り
かえり思ったこととしてあまり楽しいとは
言えなかったからです。大学生同士の交流
も少なかったですし、大学生の卓話がほと
んどだったので、前に出て発表するいい機
会になるとは思いますが、新鮮味がないと
いうか、発表者以外することがなかったの
が大きかったと思います。これからは「み
んなで楽しめる」、「作っていく」クラブに
していきたいと思っています。大学生のう
ちに遊んでおけと言われることも多いよう
に、限られた時間に楽しむということも必
要だと思います。
　これで私の卓話を終わらせていただきま
す。長崎国際大学RACは基本的に第2木曜日

にホテルオークラで、第4木曜日に学校の食
堂で例会をやっているのでぜひ遊びに来てく
ださい。ご清聴ありがとうございました。


