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司  会       中澤 信敏君 

開会点鐘       生川 秀樹君 

斉  唱      「我らの生業」 

寄付表彰 

米山奨学金 

 

 

 

 

 第三回     田中栄一君 

 メジャードナー 西澤尚夫君 

ラッキー賞  

 提供者 西澤尚夫君  

『ボルネオ土産マンゴーチョコレート』 

    

 

 

 

 

          山崎芳雄君 

委員会報告 

・プログラム委員長  斉藤惠理子君 

5/29 例会について 

プログラム   

 ・会員卓話       渡邉章貴君 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    

生川秀樹君生川秀樹君生川秀樹君生川秀樹君    

3 月は識字率向上月間です。識字とは、日常生

活で必要な文書を理解し、読み書き出来る能力を

言います。世界の識字率を見ますと多くの国々が

90％を越えていますが、アフリカとインドを中心

とした南アジア地区が低く、サハラ砂漠より南側

の地域では 50％以下の国も少なくありません。文

字の読み書きが出来ないことで、得られる情報が

不足し、書面での意思表示が出来ず、社会的な権

利が大幅に制限されてしまいます。発展途上国で

は、文字が読めないままに契約書にサインをして

しまい、土地や子供を騙し取られる家族が後を絶

ちません。また、識字率が低いことは、個人の権

利が侵されるばかりではなく、国や地域の発展に

も大きな障害となることは、安易に想像できると

思います。 

では、なぜ識字率が低い国があるのでしょうか。

まず挙げられるのが、貧困や差別、紛争などによ
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り、学校に通うべき年齢で教育が受けられないこ

とです。また、発展途上国の中には、女の子には

教育を受けさせる必要がないと考えている親が未

だに多く、識字率の男女格差を生んでいます。ま

た、学校の授業は公用語で行われる場合が圧倒的

に多く、独自の言語を持つ、少数民族の子供たち

の多くは、授業についていけないという現実もあ

ります。 

振り返ってわが国の識字率ですが 99％を超え

ています。この数字を聞いて驚く人はいないと思

いますが、では、今から 150 年以上前の江戸時代

後期の識字率はどのくらいだったでしょうか。正

確な数値は不明ですが、当時の寺子屋の就学率が

およそ 8 割前後と言われていますので、識字率は

8 割を超えていたと言う説が有力です。同じ時代

の英国では産業革命が起こり、世界の工場と言わ

れていましたが、大工業都市でも就学率は 25％前

後で、下級階層の子供の多くは文字を読むことが

出来ず、識字率も１割前後だったそうです。江戸

時代の日本は鎖国政策を取り、産業の発展は西洋

諸国に大きな遅れを取っていましたが 

明治維新後に富国強兵政策により、西欧諸国に肩

を並べるまでに産業が発展出来た理由には、勤勉

な国民性によるものが多かったと思いますが、そ

の土台となったのが、江戸時代における寺子屋教

育で、多くの子供が｢読み書きそろばん｣と言った

基本的な学力を身に付けていたことも大きかった

のではないかと思います。 

 ロータリーでは識字率の向上に向けて、識字率

の低い地域のニーズを調べ、そのニーズの応じる

ために、様々な活動を行っています。一例を挙げ

ますと、貧困で子供を学校に通わせることが出来

ない親に、所得を向上させるための職業訓練を行

っています。女の子の教育に理解がない地域では、

宗教リーダーや地域のリーダーに教育の重要性を

理解してもらい、地域住民に必要性を強調しても

らうなどの活動を行っています。 

 最後になりますが、これらの活動には、皆様か

らの貴重な寄付によって成り立っています。財団

への寄付を改めてお願いしまして、本日の会長挨

拶とさせていただきます。 

                                                            

    杉山杉山杉山杉山    裕裕裕裕君君君君 

１．米山奨学会より 

 ・２月の寄付金傾向 

 ・米山梅吉記念館賛助会入会のご案内 

２． 地区事務所より 

 ・小諸 RC・小諸浅間 RC・戸倉上山田 RC 

    事務所移転のお知らせ 

 ・コーディネーターニュース ４月号 

３. 上田東ロータリークラブ様より 

 ・創立 40 周年記念例会ご招待 

全会員配布物 

１.  当クラブ会報・・第 972 号 

２. 美穂ヶ池清掃のご案内 

その他 

１. ４月の理事会について４月１７日に変更 



 

 

第第第第 973973973973 回回回回例会例会例会例会    2020202011118888 年年年年 3333 月月月月 27272727 日日日日    

山田山田山田山田    豊豊豊豊君君君君    

生川秀樹君 春を通り越して初夏の装いです。

本日は渡邉さん卓話楽しみにして

おります。 

西澤尚夫君 お久しぶりです。東クラブとボル

ネオへ植樹事業に行って来ました。 

笠原一洋君 飯島さん、おめでとう。若手議員

期待します。 

西澤文登君 新市長、新市議会議員皆様に期

待！！ 

吉田 穣君 上田城の桜もうすぐ開花ですね。 

水野泰雄君 選抜甲子園も熱気ムンムン～信州

上田も初夏の様です。渡邉君本日

は厚く卓話を語ってください。 

追伸:RLI 無事卒業しました。あり

がとうございました。 

大久保昌宏君 渡邉さん、卓話楽しみにしてい

ます。 

柄澤 堯君 桜前線と共に花粉もやってきて大

変です。 

肥田野秀知君 飯島俊勝君 

小嶋 修一君 松澤 一志君 

中澤 信敏君 斉藤惠理子君 

杉山  裕君 田中 栄一君 

山崎 芳雄君  

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                            渡邉渡邉渡邉渡邉    章貴君章貴君章貴君章貴君    

「郵便局には発見がたくさん！」「郵便局には発見がたくさん！」「郵便局には発見がたくさん！」「郵便局には発見がたくさん！」    

    

    

    

    

○自己紹介 

 昭和 57 年 7月東御市（旧北御牧村）生まれ（35） 

  今年年男。 

○職歴 

 (株)山善にて工作機械販売の営業を９年。 

○民営化後の郵便局は今 

 2017 年 10 月 1 日から民営化して１０年、 

郵便局では今どんなことをしているのか、 

中から思うことと外から感じる事に温度差があ        

ると感じた為、 

今回発表できる機会があって嬉しかった。 

○2 万 4 千の郵便局ネットワークだからできる事 

 郵便局は全国津々浦々に 2 万 4 千局のネットワ

ークを保持しております。今回新たに始まった 

”みまもりサービス”も、どこにでもある郵便局だ

からこそのサービス。上田市の高齢化もこの 10

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日 21 4 - 80.95％ 

前々回 23 5 1 82.61% 
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年で劇的に増えた中、地域密着、地域創生を掲げ

る郵便局だから始まったのだと思います。 

○日本のうまい！が毎月届く 

 郵便局では年間を通してたくさんの物販カタロ

グをご案内しています。その中でも、特に喜んで

いただいているのが”味だより”。 

日本中の特産品を厳選したラインナップから、お

好きなものを自由に選び、毎月ゆうパックで届き

ます。 

年金月の自分へのご褒美や、家族みんなで過ごす

きっかけ作りにするなど用途は様々ですが、みな

さん毎回届くのを心待ちにされてます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２５日 RLI 卒業コースに水野泰雄君が

参加、卒業されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからのこれからのこれからのこれからの例会例会例会例会予定予定予定予定    

４月 10 日 早朝例会 A.M7:00～ 海禅寺様 

  17 日 PETS 報告 

  24 日 美穂ヶ池清掃  

        例会場にて昼食後各自移動 

５月 1 日 休会 

  ８日 5/29 準備例会 

  15 日 クラブアッセンブリー 

  22 日 クラブアッセンブリー新旧引継会 

  29 日 夜間例会(オープン例会方式) 

 


