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District 2640 Japan
CLUB JAPAN

イマジン ロータリー

会長 中村 俊之

ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ

第 2109 回例会
2022 年 9 月 5 日(月)
海南商工会議所４F 19:00～
新会員歓迎会
お誕生日、結婚記念日のお祝い
１． 開会点鐘
２． 国歌斉唱
「君が代」
３．ロータリーソング
「奉仕の理想」
４．出席報告
会員総数 44 名 出席者数 23 名
出席義務規定適用免除会員 3 名
出席率 56.10% 前回修正出席率 63.41%
５．会長スピ-チ

会長 中村 俊之 君

皆さんこんばんは。9 月最初
の例会に出席いただきありが
とうございます。
今月お誕生日、結婚記念日
を迎える会員の皆様、まこと
におめでとうございます。
9 月は基本的教育と識字率向上月間及びロ
ータリーの友月間となっています。ご存知の
方もいらっしゃるとは思いますが、「基本的
教育と識字率向上」はロータリーの６つの重
点分野の一つとなっています。重視される理
由として
・すべての女性が初等教育を修了すれば、妊
婦 の死亡率は 66％減少する。
・読み書きのできる母親を持つ子どもは、読
み書きのできない母親の子と比べて、5 歳
以上まで生き延びる確率が 50％高い。
・低所得国で全生徒が読み書きを習得した場
合、1 億 7,100 万人が貧困から抜け出すこ
とがで きる。これは全世界の貧困の 12％
に相当する。
・世界で 5,800 万人の子どもが学校に通って
いない

幹事 千賀 知起

ＳＡＡ 田中 淳

・4 年間の初等教育を受けた後も読み書きの
でき ない子どもが 2 億 5,000 万人いる
・7 億 8,100 万人の成人が読み書きできない
などの理由が挙げられ、これらの問題に取
り組んでいます。
さて、先週の例会でも報告させていただき
ましたが、9 月例会のプログラムでは 9 月 12
日は例会終了後にクラブ協議会開催とし、ガ
バナー補佐で有田 RC の松村秀一様にお越し
いただきます。休会を挟んで 9 月 26 日には
ガバナー訪問例会とし、2640 地区ガバナー
森本芳宜様にお越しいただきます。
再度のお願いとなります。両日とも ZOOM
を利用してのハイブリット例会として開催
する予定です。当日会場に来られない方で時
間のある方は少しでもいいので参加してい
ただき、両日とも一人でも多くの会員の方に
出席いただきたいと思います。よろしくお願
い申し上げます。
また、11 月 5 日、6 日に和歌山市で 2640
地区の地区大会が開催されます。先日 FAX に
てご案内いたましたが、参加できる方は是非
参加いただくようお願いいたします。
６．幹事報告
幹事 千賀 知起 君
〇例会臨時変更のお知らせ
那智勝浦 RC 9 月 15 日（木）
短縮例会（昼食持ち帰り）
和歌山西 RC 9 月 21 日（水）→9 月 22 日（木）
18：00～ 「魚菜八風」
9 月 14 日（水）28 日（水）
カフェ例会
和歌山南 RC 9 月 30 日（金）→9 月 30 日（金）
18：30～ ダイワロイネットホテル
（新会員歓迎会）

9 月は基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
〇例会取り止めのご案内

〇休会のお知らせ
和歌山城南 RC
9 月 8 日（木）22 日（木）
和歌山東南 RC
9 月 21 日（水）
岩出 RC
9 月 22 日（木）食事なし
有田 RC
9 月 22 日（木）
和歌山東 RC
9 月 22 日（木）
〇例会取り止めのお知らせ
和歌山北 RC
9 月 5 日（月）12 日（月）
26 日（月）
和歌山 RC
9 月 6 日（火）
新宮 RC
9 月 7 日（水）14 日（水）
有田 2000RC
9 月 7 日（水）～ 21 日（水）
那智勝浦 RC
9 月 8 日（木）
御坊 RC
9 月 9 日（金）16 日（金）
和歌山東 RC
9 月 15 日（木）
〇９月ロータリーレート
１＄→ 139 円

中西 秀文 君

上野山雅也 君

前田 誠吏 君
角谷 太基 君

新垣 直樹 君

奥
７．委員会報告
〇ロータリーの友月間です。

寺下

喜全 君

卓 君
倉橋 順子 君

８．閉会点鐘
次回例会
第 2110 回 2022 年 9 月 12(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
ガバナー補佐訪問 クラブ協議会

前田 克仁 君

宇恵 久視 君

Happy birthday！

９月のお祝い
○会員誕生日
１日 桑添 剛 君
７日 中村 俊之 君
１８日 荻野 昭裕 君 ２３日 前田 克仁 君
２８日 岸 友子 君
○奥様・旦那様誕生日
１１日 大江由美子 様 １８日 田中 都詩 様
２０日 山畑 雅志 様
○結婚記念日
１日 新垣 直樹 君 ８日 楠部 均 君
１７日 田中 淳 君 ２９日 魚谷 幸司 君
○一般ニコニコ
山東 剛一 君
中村さん おめでとうございま
す。
中村 俊之 君
先週の水曜日、8 月 31 日に和歌
山県知事より「100 年企業表彰」
をいただきました。表彰してい
ただいて光栄です。
上田 善計 君
仕事と農業、頑張っています。
山畑 弥生 君
紀美野町で子供たちの応援ボラ
ンティア始めました。通学の見
守り活動では、子供たちが元気
よく挨拶してくれます。

赤松 昭二 君

大江 久夫 君

桑添

剛 君

重光 孝義 君

娘が無事に出産しました。
一時、コロナになって心配しま
したが無事孫が生まれました。
70 歳になって、ゴルフの利用税
がやすくなったり、保険も２割
負担になったりといろいろと変
わってきました。
今日もお酒を飲ませていただい
てありがとうございます。
来週のクラブ協議会欠席で、楠
部さんに代わりを頼んだところ
快く受けていただきました。
夜の例会しか参加できていない
ので久々です。よくよく考える
とこの１カ月は特に何もしてい
ないなと気付きました。なにか
始めたいと思います。
８月はコロナの影響で忙しくて
なかなか出席できませんでした。
中村会長、受賞おめでとうござ
います。
娘がコロナにかかりました。駅
前のホテルに隔離してもらい、
私は大丈夫でした。
中村会長、おめでとうございま
す。一応、うちの会社も去年 100
周年をむかえ仕事関係のみに記
念品を配ったのですが、表彰の
話はうちにはなかったです。
うちも息子がコロナにかかりま
した、休みの日に急に 39℃の熱
がでて奥先生に電話して、休み
の日に診ていただきました。そ
の後はのんびりと自粛生活を送
っていました。
久しぶりの出席になります。ま
ず新会員の皆様、入会おめでと
うございます。次回の札幌での
８マル会のサブ幹事となってい
ます。皆様ご協力お願いします。
草が生えてきて大変でしたが、
草刈り機を買ったらすごく楽で
よかったです。
中村会長おめでとうございます。
中村さんのお父さんにも入会当
時お世話になりました。それか
ら同じ地区に住んでいた中村さ
んの会社の元番頭さんの瀬畑さ
んにも大変おせわになりました。
二人とも天国で喜んでいると思
います。
８月にゴルフ７回行きました。
スコアも１回だけ 80 台でした
があとは全て 70 台でした。絶
好調です。

魚谷 幸司 君

昨日、奈良の秋津原というとこ
ろに大学のクラブの関係でゴ
ルフに行ったら、偶然、桑添さ
ん、中西さん、上野山さんと会
いました。あとニコニコで話を
する内容ではないのですが、そ
の大学のクラブの仲間で、若く
して奥様が亡くなられた方が
いました、皆さん奥様を大事に
してください。
寺下
卓 君
中村会長おめでとうございま
す。お盆位から、会社の従業員
４人が週替わりでコロナにな
り大変でした。あとテレビで言
ったのですが、秋になると頭の
髪の毛が抜けることが多いそ
うです。いろいろケアをして気
を付けたいと思います。
楠山友加江 君
中村会長おめでとうございま
す。以前、脱調の手術をしたの
ですが、術後太ったのでこんな
におなか出ていなかったと思
い、病院に行って検査をしても
らったのですが、結果何もなく
ただ太っただけでした。すごく
恥ずかしい想いをしました。
榊原由希子 君
中村会長おめでとうございま
す。初めてのニコニコです。仕
事で 3 週くらい来られなかっ
たのですが、今日来て皆さんに
久しぶりと言ってもらい嬉し
かったです。皆さんの顔と名前
を覚えることができました。
田中
淳 君
会社が決算で多少利益が出そう
なので、２００万円のドローン
を買おうかと思っています。
千賀 知起 君
夏休みで娘が東京から帰ってい
ていたのですが、今日帰りまし
た。嫁と二人の生活になります。
倉橋 利徳 君
昨日、海南医師会の当番医にな
りました。９時から４時までで
４人の患者さんしか来なかった
です。

9 月になりました。ロータリーの「基本的教
育と識字率向上月間」です。ロータリー会員は、
子どもや成人が読み書きを学び、より自立した
道を歩んでいけるよう、世界各地で支援活動を
行っています。

本が読めるのは何よりも
素敵な贈りもの
低い識字率を回復し、子どもたちが学
校に通えるようにするためのグアテマ
ラのプロジェクト
今年 4 月、国際ロータリーのジェニファー・ジョ
ーンズ会長がグアテマラ高地の農村にある小学校
を訪れたときのこと、「この国の大統領になりたい
人は誰？」と尋ねると、生徒たちの手が一斉に上が
りました。ロータリーが支援する読書プログラムが
村で始まる前は、生徒たちが 2、3 年で退学してし
まうことがよくあったそうです。「読書は私たちの
社会を変えるでしょう。読書は無知を克服するため
の強力な手段です」と、校長のヴィルマ・ニゼス・
モレイラさんは話します。学校では通常スペイン語
で授業が行われますが、グアテマラでは約 25 の言
語が話されており、それらの地域的な言語で書かれ
た教材はほとんどありません。
グ ア テ マ ラ 識字 プ ロジ
ェクトは 25 年にわたり、
読書率の向上に取り組ん
できました。オハイオ州出
身の兄弟、ジョー・バーニ
ンガーさん（パスウェイ
ズ・ロータリークラブ会
員）とジェフ・バーニンガ
ーさんは、1997 年、図書
がないグアテマラの学校
で英語教師としてボラン
ティア活動をしていまし
た。二人は、それを解決するためのプロジェクトを
立ち上げたのです。本が届いた日には盛大なお祝い
が行われました。近くでボランティアをしていた歯
科医のロータリアンが騒ぎを聞きつけ、何事かを尋
ねました。事態を知った彼は、「ロータリーにぴっ
たりのプロジェクトだ」と言ってくれたそうです。
グアテマラのロータリアンは、ほかの学校での読
書プログラムも支援しており、1997 年以来、ロー
タリー財団は 48 件、総額 650 万ドルの補助金を識
字率向上のために提供してきました。これまでに
90 地区、800 近くのクラブが参加しており、多ク
ラブ、多地区合同の草の根プロジェクトとしては、
ロータリーで最大級のものとなっています。この活

動 は 、 米 国 の 非 営 利 団 体 「 Cooperative for
Education」からも支援を受けています。「ロータ
リーの推進力と熱意があればこそ」と話すのは、
Cooperative for Education のパートナー開発担当
ディレクターで、パスウェイズ・ロータリークラブ
の会員でもあるハワード・ロブさんです。最初の教
科書プロジェクトから、コンピューター室の設置、
奨学金、書籍の提供、教師研修など、活動は広がっ
ています。
学生は教科書のレンタル料を支払い、そのお金は
回転資金に回され、5 年後に教科書を交換するため
に使われます。
「ロータリーの寄付が種となり、学
校は自分たちで貯めたお金で教科書を買い換える
ことができます」とロブさん。
村の学校のモレイラ校長は、奨学金で大学に進学
した元生徒を振り返ります。その生徒は、ノーベル
賞を受賞したパキスタンの活動家、マララ・ユサフ
ザイさんについての本を読んだそうです。「現在、
この生徒はマララさんのように大きく成長するこ
とを望んでいます」と彼女は言う。「読書が彼女の
人生を変えたのです」
。
ブランカ・マクチュールさん
は幼いころ、祖父が持っていた
雑誌に目をやり、自分も読みた
いと思ったそうです。彼女が初
めて読んだウサギの本『Teo El
Conejo』は祖父からもらった本
でした。
「当時はどこにでも本を
持って行ったものです。寝ると
きでさえも」と彼女は回想します。2020 年以降、
彼女は地元小学校で教師をしており、識字プロジェ
クトを通じて提供される本によって、生徒の学習意
欲が高められることを実感しています。
「グアテマ
ラ識字プロジェクトで提供された本が、生徒たちの
学習意欲を高めるのに役立っているようです。「使
える教材がたくさんあって、とても嬉しかったです。
ほかの学校では、そのような資源はありませんか
ら」

クラブで SNS を始めよう
SNS を使えばクラブの情報を簡単に発信できる
とは聞いているけれど、うまく使いこなせない、目
的がよくわらかないと感じている方もいるでしょ
う。SNS 活用の目的はごくシンプルです。それは
「つながりを築く」ことです。SNS を駆使してク
ラブの奉仕活動を紹介し、クラブの存在感をアピー
ルすることで、地域社会とのつながりが築かれます。
以下に、クラブで SNS をうまく活用するためのヒ
ントをご紹介します。

１．使う SNS の種類を選ぶ。SNS の種類は多種多
様で、どれを使えばよいのか戸惑ってしまうか
もしれません。まずは一つだけ選び、そこから
徐々に広げていくのが賢明です。ユーザーの多
い Facebook から始めることをお勧めします。
２．担当者を決める。投稿するコンテンツをつくる
最初のステップは、写真や動画を撮ることです。
クラブの行事や奉仕活動で写真を撮影する担当
者を決めておきましょう。また、SNS への投稿
を行う担当者も決めましょう。
３．定期的に投稿する。投稿の頻度がどうであれ（毎
日、毎週、毎月など）、定期的に投稿することを
目標にしてください。新しいフォロワーを獲得
するには、定期的な投稿が肝心です。
４．シャッターチャンスを逃さない。団体写真やポ
ーズを取った写真ではなく、活動している人び
との様子を写真に捉えてください。会員が汗を
流して活動したり、人びとにプレゼントを手渡
したり、笑顔で交流したりしている様子を写真
に収め、SNS でシェアしましょう。
５．活動の成果を紹介する。 イベント、奉仕活動、
募金活動を計画する際には、あとでその様子を
どのように SNS で紹介するのかも考えましょ
う。ニーズや問題にどのように取り組んだのか、
結果としてどのような成果があったのかを、力
強い写真・動画と文章で伝えてください。投稿
を見た人に何を知ってもらいたいのかを意識す
ることが大事です。
６．協力団体や参加者との活動を紹介する。 活動
に参加してくれた人たちや協力団体との活動を
紹介することで、ロータリー外のフォロワーを
増やしたり、参加への関心を高めたりできます。
投稿を見るのは会員だけとは限らないため、ロ
ータリー用語（PETS、RYLA など）の使用は
避けましょう。投稿を見て入会に関心を持つ人
がいる可能性があることを常に念頭に置くこと
が大切です。
７．ほかの投稿を参考にする。自分が SNS を見る
とき、どんな投稿に目が行くか、関心を引かれ
るかを考え、クラブの投稿を行う際の参考にし
ましょう。国際ロータリーの SNS からもアイデ
アが得られるかもしれません。ぜひフォローし
てご覧ください（Facebook、Twitter［日本語）、
Instagram［英語））
。
８．ブランドリソースセンターを活用する。 ブラ
ンドリソースセンターには、クラブ名入りロゴ
や投稿コンテンツの作成用の素材やテンプレー
ト、ガイドラインが一カ所に収められており、
大変便利です。新しい素材や写真・動画が定期
的に追加されますので、頻繁にチェックするこ
とをお勧めします。
執筆担当：ハナ・ショー（国際ロータリー、ソーシ
ャル・デジタルメディア担当スペシャリスト）

