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第 1520 回例会 20年 3月 10 日(月) 
＊＊＊献血例会＊＊＊ 

海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 
 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 
３．ビジター紹介 

高野山 RC  亀岡弘昭様 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 77.94％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名正一君 

高野山ロータリーク

ラブの亀岡様、メイキ

ャップご苦労様です。 

岸さん、今は大変忙し

い時期だと思いますが

ご出席いただき有難う

ございます。 

さて本日、社会奉仕

委員会の事業で献血例

会となっています。皆

様のご協力宜しくお願

いいたします。医療機関で使用する血液の量が年間を

通して一定量は確保されているようですが、季節的な

変動があるため一時的に血液が不足になります。 

 献血は一定の病気保持者や、海外からの帰国日当日

から４週間以内の方を除いた１６歳～６９歳までの

健康な国民に御願いをしているようです。善良な献血

者からの血液で多くの患者さんが救われています。本

日会員皆様のご協力を御願いすると共に、今後も街角

等で採血車を見かけましたら積極的に献血を御願い

いたします。 

 一昨日の土曜日、宮田

会長エレクトが次期会長

研修セミナーに出席して

いただきました。 

私も役柄同伴いたしまし

たが、昼食をはさんで１

１時から１７時まで ２００８～２００９年のＲＩテ

ーマ「夢をかたちに」を中心にビッシリ勉強をしてま

いりました。余り頭の中に入っていませんが徐々に理

解を深めたいと思います。帰りに泉佐野で美味しいフ

グ料理をいただき疲れを癒しました。 

 今月は識字率向上月間です。先週のスピーチで本日、

識字率向上についてのお話をさせていただくと云う

ことでしたが、社会奉仕委員長の山畑さんが卓話して

いただけるようですので、私の方は割愛させていただ

きます。 

 山畑さん宜しくお願いします。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山 RC    花畑重靖君  3／4 
○例会臨時変更のお知らせ 
有田 2000RC 

  3 月 26 日（水）→3 月 30 日（日） 
宝塚観劇（親睦家族同伴例会） 

和歌山城南 RC 

  4 月 10 日（木）→4 月 5 日（土）18：00～ 
ダイワロイネットホテル和歌山 4F 
（創立 20 周年記念例会・祝賀会） 

７．会員卓話 

社会奉仕委員会      委員長 山畑弥生君 

3 月は、識字率向上月間と

云う事でスピーチをして下

さいと地区から通達があり

ましたので 10 分程度お話さ

せて頂きます。「識字率向上

は、貧困の悪循環を断ち切る

カギ」と題して、国際ロータ

リー年次総会の基調講演で

アイルランド生まれの修道

女であり看護婦でもあるシスターのエセル・ノーモイ

さんが飢餓、疫病、非識字の悪循環を断ち切る上で、

ロータリーの役割について語り、意識を高めようと呼

びかけました。 

 その中で「非識字は人々の貧困を招き、その状態か

ら脱するのを妨げる最大の原因になっている。そして

個人的、感情的、社会的発展のあらゆる面に影響をも

たらす識字能力は、貧困から脱出する唯一の手段なの

です。」と述べています。彼女は南アフリカで失業率

90％、衛生設備の欠如、エイズなど伝染病が蔓延して
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2007-2008 年度 RI テーマ 

第 2640 地区ガバナー 平原祥彰 

「ロータリーは  
分かちあいの心！」 

四つのテスト

①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

 事務所 〒 海南市日方 海南商工会議所内

電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：山名 正一  幹事：上芝 良造  ＳＡＡ：上野山 雅也

642-0002 1294( ) 

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



(2) 
いて最も貧困に苦しむミッションベールと言う地域

にケアーセンター（診療所）を建てました。現在１日

に 170 名の患者さんが治療や診療を受けています。米

国ミズ－リ州の複数のＲＣと南アフリカのポートエ

リザベス・ウエストＲＣが複合プロジェクトで同ケア

ーセンターの成長（拡大）を支えてきました。その後、

カール・ヴェルヘルム・ステンハマーＲＩ会長（2005

～06 年度）モニカ婦人が、エセルさんの多大な努力

を称え、国際ロータリーから米貨 10,000 ドルの小切

手を贈呈しました。 

世界には、約 10 億人の非識字者がいます。その３

分の２が女性です。文字を書けない、読めないことが、

人口増加の最大の問題点になっています。発展途上国

の少女達が、中等教育を受けるだけで、出生率が先進

国並みになると言われています。そこで、当地区の識

字率向上運動として 2004 年からアフガニスタン復興

のためのノンフォーマル教育普及（寺子屋事業）を推

し進めています。６～7年前までは、内戦や、難民キ

ャンプの様子が連日ニュースで報道されていたので、

皆さんご存知かもしれませんが、少し紹介致します。

首都はカブール、内陸国で国土は日本の 1.7 倍、国土

の 4分の 3は山岳地帯、気候は寒暖の差が激しく、南

部は砂漠で水の確保も難しく、強いて上げるならメロ

ン・スイカ・ブドウの栽培が有名。主な産業も無く諸

外国の（援助）支援金が国の収入源となっています。

年度当初に社会奉仕委員長会議報告の中でもお話し

たのですが、アフガニスタンは、23 年間の内戦で、

帰還難民が急増し学校や教員が不足など、破壊された

教育の問題は深刻です。女性の識字率は、3～4%（男

性 28%）と世界で最も女性の識字率が低いそうです。

この要因の一つに、過去のタリバン政権の統治下（イ

スラム原理主義）女性に強いている生活制限と誤った

扱いの為、女性が勉強し知識を得ることを禁じ、男性

の性欲のはけ口、子供を作る道具、家事をさせるため

の奴隷と言う非人道的な扱いを政権が崩壊する 2001

年迄受けていたと云う事実があります。 

【女性が強いられている制限】     

・女性が家の外で仕事する事は一切禁止。 

・女性は男性の店主から物を買ってはならない。 

・女性は男性の医師から手当てを受けてはならない。 

・女性はいかなる教育機関においても勉強することは

許されない。 

・女性はブルカと呼ばれる爪先から頭の天辺までを覆

うような長いベールをかぶらなくてはならない。 

・婚外交渉をもったと告発された女性は、公開投石刑

（多くの女性達がこの規則の為に投石によって殺

されました。） 

・化粧品の使用禁止 （爪を染めた多くの女性達が、

その指を切断されました。） 

・女性は大声で笑ってはいけない。スポーツしてはい

けない。 

これらは本の一礼で、まだまだ沢山の制限があります

が 6～7 年前迄、このような事が続いていたかと思う

と憤りを覚えると共に私などは、とっくにこの世に居

ないことでしょう。そこで、現地パートナーのアフガ

ニスタン教育省と協力し、寺子屋やクリニックを建設

し、教育に未来を託そうとしているアフガニスタンの

人々を応援しています。それから、このプロジェクト

も「ロータリー・ユネスコ世界寺子屋運動」として全

国へ広がっているそうですが、PC（インターネット）

で検索してもロータリーの名は一つも出てきません。 

そもそも 1945 年のユネスコ設立には、ロータリーが

深く関わっていて、1942 年にロンドンで開催された

「ヨーロッパ教育・文化復興のための会議」は、ロー

タリーによって招集されたものであり、この会議が継

続して、やがてユネスコが設立されました。 

いわゆるロータリーがユネスコの生みの親であると

云っても過言ではないのですが、どういうわけかユネ

スコばかりがクローズアップされロータリーの影が

薄いように思い残念に思います。 

日本でも仙台で始まった民間のユネスコ協会を支

えたのは各地のロータリアンで、この傾向は現在も続

いていて全国のユネスコ協会の会員は、かなりの数の

ロータリアンがいます。この様なことからユネスコと

協同でプロジェクトを展開していると云うことです。 

 最後に、チャラシャブの寺子屋で学ぶハナフシャさ

ん（21 歳）が病院にいるお父さんに宛てた手紙を紹

介します。 

親愛なるお父さんへ 

私が手紙を書いたので驚いた？お父さん、病気の具

合はいかがですか。私は、元気です。もう聞いた？日

本の人達が村のために「寺子屋」を開いてくれて、私

もそこに通って読み書きとミシンを習っているの。お

陰で、こうして手紙を書けるようになったし、今まで

知らなかったアフガニスタンの歴史や生活に役立つ

事をいっぱい勉強しているの。日本の人達が私たちを

応援してくれている事に感謝しながら、これからも一

生懸命勉強を続けたいと思っています。最後にお父さ

ん、体を大切に、早くよくなってね！この彼女の手紙

から、読み書きが出来るようになり、未来に夢を持っ

て生きて行ける喜びが伝わって来ます。彼女の様に一

人でも多く人が読み書き出来るように！ 

当クラブでは、3/17・3/24 の例会で識字率向上運

動の協賛品を集めさせて頂きたいと思います。   

・ポケットコイン（日本円のみ）・書き損じ葉書（使

用済みは不可） 

 ・未使用切手  ・未使用テレホンｶｰﾄﾞ  

ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 識字率のお話は以上ですが、本年度最後の社会奉仕

事業となります、たんぽぽの会との交流会を 4/27（日

曜）に予定しています。マリーナシーティーに於いて、

カヌー乗艇体験等企画していますので、お手伝い宜し

くお願い致します。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1521 回例会 平成 20 年 3 月 17 日（月） 

18：30～ 海南商工会議所４Ｆ 
ゲスト卓話 多部 美穂 様 
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吉野 稔君  山名会長、いつも駐車場を拝借してす

みません。 

山田耕造君  金曜日、鶴の写真を撮りました。 

上中嗣郎君  新聞載りました。 

山畑弥生君  献血にご協力よろしくお願い致しま

す。今月は識字率向上月間ということ

で、久しぶりにスピーチさせて頂きま

す。 

山名正一君  献血ご協力ありがとうございます。 

宮田貞三君  ペッツ勉強してきました。次年度テー

マは「夢をかたちに」次年度役員よろ

しくお願いします。 

亀岡弘昭様  今月もお世話になります。 

(高野山 RC) 

 

 

 

 

 

識字率向上月間（Literacy Month） 
識字率向上は 1986 年以来、国際ロータリーの強調

事項です。地域社会で、読み書きを向上させるプロジ

ェクトを支援します。地域の識字水準が、その地域の

生活水準に直結する、という観点から、この月間中に

読み書き、計算のできない人たちを援助するために、

ロータリー地域社会共同体、ローターアクトクラブ､

インターアクトクラブ、世界社会奉仕、ロータリーボ

ランティア、その他の既存プログラムを通して、識字

率向上に取り組んでいます。今回、国際ロータリーは、

世界的な識字推進団体・国際読書協会と協力し合い、

世界的な識字推進を目指す社会奉仕プロジェクトを、

開発中です。 
 ユネスコ（国連教育科学文化機関）によると、世界

で 9 億人以上の人々は読み書きができません。その 3
分の 2 は女性です。成人、そして子どもに向けて､読

書のプログラムを企画することや学校に本を寄贈す

ること、そして地元の図書館を援助することが要請さ

れています。 
 なお、2006－07 年度から、識字率向上月間は 3 月

に変更になりました。  
 ※2005－06ＲＩ理事会第 1 回会合（7 月）の決定

により変更になりました。 
 

世界ローターアクト週間 
（3 月 10 日～16 日） 

 1968 年 3 月 13 日に米国

ノースカロライナ州で初め

て結成されたローターアク

ト・クラブを記念して、毎

年、世界ローターアクト週

間が指定されています。3

月にローターアクトの記念

日を祝うために、提唱ロー

タリー・クラブと協力し、互いの会合に出席し合った

り、奉仕プロジェクトを合同で実施しましょう。また、

新たなローターアクト・クラブを提唱するよう地元の

ロータリー・クラブに働きかけてもよいでしょう。世

界ローターアクト週間に参加するクラブは、活動につ

いて 4月 15 日までに RI 担当職員に報告すれば、国際

ロータリーより特別な表彰を受けることができます。  

インターロータは、3年に一度開かれる世界的なロ

ーターアクトの会合で、ローターアクターにより組織

され、主催されます。インターロータは、世界中のロ

ーターアクターに、互いのアイデアや関心事、経験を

分かち合うための場を提供します。参加者は、開催期

間中に、観光をしたり、文化的な催しなどを体験した

りすることもできます。  

通常、以下の主題が話し合われます。 

教育 国際理解 保健 環境  

国際奉仕プロジェクト  

インターロータは、国際ロータリーの公式会合ではあ

りませんが、RI 理事会は、インターロータの価値を

認め、そのプログラムの内容を承認し、会合に RI の

指導者代表を派遣することによって、インターロータ

を支援しています。  

ローターアクトの目標 

1 専門技術、指導能力を開発すること。 

2 個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権

利を尊重する観念を養うこと。 

3 すべての有用な職業は、社会に奉仕する機会であ

るとして、その品位と価値を認識すること。 

4 指導者としての資質という面でも、職業上の責務

を遂行するという面でも、道徳的基準が大切であ

ることを認識し、実践、推進すること。 

http://www.rotary.org/languages/japanese/programs/rotaract.html
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5 地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対す

る知識と理解を深めること。 

6 地域社会に奉仕し、国際理解と全人類に対する善

意を推進するために、個人として、また団体とし

て、活動する機会を提供すること。 

つまり、こうした目標をもって、ローターアクター

は 3つの開発―専門知識、指導力、奉仕プロジェクト、

に努めるプログラムを編成するのです。 

次回のインターロータ会合は、2008 年に韓国のソ

ウルで開かれる予定です。  

参考：ローターアクト・クラブは元来、17 歳～24 歳

の若い男女を対象としていましたが、1971 年以来、

対象年齢が 18 歳～30 歳へと広がりました。  

 

 

 

 

 

国連とロータリーの新たな関係が 

世界的な情報の共有を本格化 
ロータリーと国連との長きにわたる関係を強化す

る試みとして、両組織は新たに共同で専門家によるス

ピーカーズ・ビューロー（講演者斡旋機関）を設けま

し た 。 The United Nations-Rotary  utreach 

Programme（国連・ロータリーの講演者派遣プログラ

ム ）と呼ばれるこのプログラムにより、ロータリー

会員は、 国連がロータリーの聴衆に対して行う時事

問題の講演を通じて、重要な人道的・国際的問題に関

する最新情報を入手することができるようになりま

す。話題は、以下をはじめ、広範囲に及びます。  

・国連の概要  

・国連ミレニアム開発目標  

・平和維持問題  

・安全保障理事会と安全問題  

・経済開発  

・継続可能な開発および環境問題  

・国連と市民社会／非営利団体  

・軍縮問題  

・人道的問題  

・女性問題  

・人身売買  

・難民問題  

・人権  

米国のロータリー・クラブと地区を対象に試験的に

実施されるこのプログラムによって、さまざまな分野

の国連の専門家を講演者としてロータリー・クラブ、

地区、ゾーンの諸行事に招くことができます。国連広

報局は、それぞれ専門を別とする講演者を最高 2名ま

で、ロータリーの行事に派遣します。聴衆の数は 100

名以上が条件とされ、また、ロータリー・リーダーが

司会となる講演会は、ビジネスのリーダー、政府関係

者、学者、メディア代表者、専門職従事者など、ロー

タリー会員でない人にも公開すべきです。  

国連広報局が国連役員の参加に関する手配の調整に

あたる一方で、講演者の旅費と宿泊はホスト・クラブ

または地区側の負担となります。地域への講演者の訪

問を最大限に生かすため、ロータリー・クラブと地区

は、主となる講演会に加え、地元メディアとの会見や、

高校または大学での講演を手配することができます。

国連役員は、謝礼を受け取ることはできません。 

 

カンヌで「平和の願いはきっとかなう」 

の会議を開催 
 2008 年 3 月 28 日と 29 日、

フランスのカンヌで国際平和

に関する国際共同委員会の会

議が開かれます。ウィルフリッ

ド J. ウィルキンソン RI 会長

が基調講演を行うほか、国連と

世界保健機関（WHO）からも講

演者が招かれます。参加者は、RI と財団のプログラ

ム、および親善活動を通じてロータリアンがいかにし

て平和を推進できるかを中心に話し合いを行う予定

です。  

ロータリー学友祝賀行事 

6 月 13 日～14 日に開催予定 
学友はロータリーの大切な家族です。2008 年ロサ

ンゼルス RI 国際大会の直前に開催される「第 1 回ロ

ータリー学友祝賀行事」に参加し、学友との関係を深

めてください。  

著名な講演者による演説、刺激的なワークショップ、

人脈作りなどの豊かな内容に加え、わずか米貨 25 ド

ルでこの催しに参加できます。  

各地区は、1名の元奨学生と元研究グループ交換チ

ーム・メンバーをこの催しに送るよう奨励されていま

す。参加を希望するロータリアンは、「会員アクセス」

を通じて登録する必要があります。 

 

ロータリー・ボランティア要覧 
 

新しく改訂された「ロータリー・ボランティア要覧」

で、ロータリー・ボランティアについて詳しく知るこ

とができます。「ロータリー・ボランティア要覧」に

は、以下のような内容が収められています。 

地元地域や海外でのボランティアのための情報や

実用的なアドバイスプロジェクトを提唱するクラブ

と地区のための、海外のボランティアの招待や受け入

れに関する情報クラブと地区ロータリー・ボランティ

ア委員会のためのアイデアと指針ロータリー・ボラン

ティア要覧」は、 ダウンロード できるほか、

shop.rotary.org または、 E メール にて、米貨 3ド

ル 50 セントでご注文いただけます。さらに、国際ロ

ータリー 日本事務局 を通じて、お取り寄せいただく

こともできます。 

「ロータリー・ボランティア要覧」は英語、フランス

語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ス

ペイン語でご用意しています。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


