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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘           長倉会長    

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 工藤 ゆかり会員 

 

 

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

    上川原 昭会員  H23. 2. 4（1年目） 

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。寒い日が続きますが、さすが

に、ちょっと風邪をひき体調が思わしくありません。

今週末は、少し暖かくなるようですが、来週中から

また気温が下がるという事です。体調には十分ご留

意ください。高齢者は、肺炎が一番危険です。 

 

 

 

さて、地区補助金について、先々週お話をさせてい

ただきましたが、福井奉仕プログラム委員長より毎

年行っております釧路市の植樹での申請をいただき

ましたので、吉田ガバナー補佐へ書類を送っており

ます。幹事より案内があるかと思いますが、高橋さ

ん、福井さん、長江さんのご尽力により新入会員が

新たに入会の予定です。理事へ送っておりました事

前の推薦状には、福井さんの名前が推薦者として挙

がっておりませんでしたので、ご尽力いただいてい

ると伺いましたので、3 名の推薦とさせていただき

ます。ありがとうございます。これをきっかけとし

て、どんどん増やしていけるよう全員で 30 周年目

指してがんばっていきましょう。明日は、オオワシ

探鳥会ですので、行ってきます。なんとか、体調も

回復してきておりますので、いい写真が取れました

ら、ご報告させていただきます。 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    国際ロータリー第2500地区ガバナー事務所より、

ロータリーカードの広報チラシの配布依頼につ

いて。 

****    釧路市民活動センターだより、会報 49 号「わっ

と」が届いております。 

****    毎年無料配布されています、「抜すいのつづり」 

****    ガバナー月信(2月号)が届いております。 

****    弟子屈ＲＣ、浜中ＲＣ、釧路ベイＲＣ、釧路北Ｒ



Ｃ、釧路東ＲＣ、釧路西ＲＣ、白糠ＲＣ、根室Ｒ

Ｃより2月プログラムを拝受しております。 

****    根室ＲＣ、弟子屈ＲＣより、会報を拝受しており

ます。 

****    新入会員の推薦について 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 上川原 昭会員  入会記念祝として 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    

会員22名 9名出席 出席率40.9％ 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間    」」」」        

                                                                担当担当担当担当    国際社会奉仕国際社会奉仕国際社会奉仕国際社会奉仕委員会委員会委員会委員会    

◆清水清水清水清水    哲委員長哲委員長哲委員長哲委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際社会奉仕の清水です。今日は世界理解月間とい

う事で、それに関したことを勉強する事にします。

2010～2011 年までの国際奉仕のテーマに識字率の

向上が入っておりました。文盲と貧固は一体になり

やすいとよく言われます。前々からどのような国が

どのくらいの識字率か知りたいと思ってましたの

で今回それを取り上げ調べました。意外な国が識字

率が高かったりまた、その反対もあり、大変興味が

もたれました。中東の女性戒律の高いところでは識

字率が下がるのは否めませんが読み書きが出来な

いという事が単純な問題であるならもうとうの昔

に解決していたはずです。読み書きの出来ない人々

が、今もなお大勢いるのには学校や教材が足りない

事、政府の教育予算が十分でない事、女性の教育を

ないがしろにする文化的な偏見など、枚挙にいとま

がないほどの理由があります。この問題は、単に紙

に書かれた文字を読み解くことができないという

事だけではすみません。どんどん複雑化する世界の

中で、読み書きの出来ない人は、社会の底辺に追い

やられる事になります。読み書きの出来ない人は、

子供を含め世界人口の 15％に相当する 10 億人いる

と、ユニセフでは推定しています。全世界のロータ

リーと協同で数多くの識字プロジェクトを実施し

ている国際読書協会によれば、開発途上国だけでも

1億 1300万人の子供が学校に行けず、読み書きを学

んでいません。非識字の女性は世界で約５億人、成

人非識字人口の３分の２に当たります。2007年のユ

ネスコの報告書によれば、識字率は国によって大き

な格差が見られます。西アフリカのブルキナファソ

が 23.6%であるのに対し北アメリカ、ヨーロッパそ

して旧ソビエト連邦共和国と同盟国の大半では

99％以上を維持しています。しかし高い識字率を誇

る国でさえ楽観視は出来ません。単純な職に就くの

さえ高度な読解力を求められるため、文字を読める

だけでは生き残れないのです。アメリカの軍隊を例

に挙げますと、2 世代前飛行機の整備士には高校中

退した程度の学力の人もいました。わずか 36 ペー

ジの空軍の戦闘機の整備用マニュアルを読めばよ

かったのです。しかし、今日最新の戦闘機用マニュ

アルには7万ページ以上あります。高度の文章を理

解する能力がなければ、社会で適用しない時代です。

戒律で男女を同席させぬ、女性教師が育たぬ、根本

的な何かがずれてるように思われます。宗教的な戒

律の厳しい中東に文盲の多い事はたしかです。一寸

世界の識字率の表を出してみます。国連加盟国 193

中統計の取れないものを除く179カ国。 

（以下抜粋） 

順位順位順位順位    国名国名国名国名    識字率識字率識字率識字率    

1 グルジア 100.0 

2 キューバ 99.8 

2 エストニア 99.8 

5 スロベニア 99.7 



5 ウクライナ 99.7 

10 カザフスタン 99.6 

12 ロシア 99.5 

16 ハンガリー 99.4 

17 ポーランド 99.3  

21 日本 99.0 

21 韓国 99.0 

21 アメリカ 99.0 

47 イタリア 98.9 

48 クロアチア 98.7 

51 ブルガリア 98.3 

52 スペイン 97.9 

59 ギリシャ 97.1 

69 バハマ 95.8 

70 ベネズエラ 95.2 

71 ポルトガル 94.9 

79 タイ 94.1 

80 パレスチナ 93.8 

83 中国 93.3 

93 エクアドル 91.0 

100 ミャンマー 89.9 

101 ペルー 89.6 

103 ドミニカ共和国 89.1 

104 トルコ 88.7 

113 リビア 84.2 

116 南アフリカ 82.4 

125 ジャマイカ 79.9 

132 カンボジア 73.6 

132 ケニア 73.6 

134 エジプト 71.4 

146 ウガンダ 66.8 

147 インド 66.0 

148 ルワンダ 64.9 

150 スーダン 60.9 

151 エリトリア 60.5 

152 ブルンジ 59.3 

153 ガーナ 57.9 

162 パキスタン 49.9 

163 コートジボワール 48.7 

172 エチオピア 35.9 

173 シエラレオネ 34.8 

174 ベナン 34.7 

175 ギニア 29.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北上・小野・福井会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食風景 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

２月１０日（金） 

「 職業紹介例会 」夜間例会 

会場 舞鶴（まなぼっと） 

 担当：奉仕プロジェクト委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                                    長倉会長 

今週の会報担当：木内治彦会員 


