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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

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

 世界へのプレゼントになろう 

     
奉仕の理想車を走らせよう!! 
   Let’s drive your ideal car of the service!! 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

 

 

（中元会長） 

 2015年度が始まって、まだ3ヶ

月しか経っていないのに、私た

ちはそろそろ次年度の役員・理

事の選挙準備に取り掛からなく

てはいけません。 

 本日、ここにクラブ細則第3条

第1節により指名委員会の設置

を宣言致します。指名委員会

委員長には、上野山英樹直前

会長に、そして、委員にはパスト会長全員にお願いしたい

と思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 また、本日の例会終了後には、有田RC社会・青少年奉

仕事業として、宮原町なごみ内にある有田市児童通所支

援所「さくらんぼ」を訪問する予定になっています。子供た

ちに三輪車などの遊具や絵本を寄贈し、それらを使って

遊んだり本を読んだりして子供たちとの触れ合う時間を用
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：橋本委員 

前回の報告（第２７５４例会） 

  平成２７年１０月８日(木）  

（中元会長） 

 

（橋爪（誠）親睦活動委員長） 

ゲスト：和歌山特報社 桝井 美重子 様 

     有田タイムス 的場 吏香 様 

 

 

（橋爪（誠）親睦活動委員長） 

会員誕生：嶋田（崇）君、加藤君、成川（守）君 

配偶者誕生：宮井清子さん 

結婚記念：嶋田(ひ)君、岩橋君、成戸君、上野山(英)君 

       川村君、石垣君 

 

 

点  鐘 

平成２７年１０月１５日 第２７５５回 

・外部卓話：ポンピパック ダーラーさん 

   「私の国ラオスの紹介・米山奨学生の感想」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

平成２７年１０月２２日 第２７５６回 

・会員卓話：加藤 英治 君 

  「ＴＧ和歌山工場の地域奉仕活動」 

・ソング：「日も風も星も」 

１ 

開催日 

２７５４ Nｏ． 

Be a gift to the world 

今月の誕生・結婚祝 

ゲストの紹介 

Ｒ
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米山功労者表彰 

会長の時間  

10月のお誕生日 

 

(左から) 

成 川 守 彦 君、嶋

田崇君です。 

お誕生日、おめで

とうございます！ 

 ロータリー米山記念奨学会より、有田ロータリークラ

ブに「第25回米山功労クラブ」の感謝状が、松村秀一

君に「第1回米山功労者」の感謝状が届きましたので、

嶋田(崇)米山奨学会副委員長より表彰がありました。 

 

 松村秀一君の

「米山功労者」表

彰 が行 われま し

た。 

 

中元会長へ「米

山功労クラブ」の

感謝状が授与さ

れました。 



２ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

意しています。会員の皆様、どうかご参加のほどお願い

致します。  

 さて、2015年度のノーベル生理学・医学賞に北里大学

の大村智教授が、そしてノーベル物理学賞には東京大

学の梶田隆章教授がそれぞれ受賞されました。日本人

のノーベル賞受賞者は湯川秀樹博士の受賞以降、着実

にその実績を残してきました。特に、2000年以降は自然

科学の3分野において、16人もの受賞者が生まれまし

た。 

 これらの目覚ましい業績の要因の一つとして、受賞者

の資質や頑張りはもちろんのこと、日本の教育・研究環

境が安定していることが考えられます。われわれの先達

のおかげでもあります。しかし、世界には、研究はおろ

か、読み書きが満足にできない識字率の非常に低い

国々がいまだ多く存在します。 

 本日は、この識字率についてのお話をしたいと思いま

す。 

 ユネスコの統計では、世界で15歳以上の7.7億人以上

の人々が基本的な読み書きの能力がなく、中でも女性・

女子は非識字人口の約3分の2を占めています。読み書

き・計算能力が社会に与える恩恵は非常に大きく、識字

社会では、内戦も少なく、経済発展も速やかであることが

知られています。また、読み書きの能力がある人々のほう

が、地域社会の健康問題について認識しているため、一

般的により健康であると言えます。   

 識字率を世界で比較してみるとアフリカ諸国は全体的

に低く、ギニア、ブルキナファソ、マリなどは30％以下で、

アジアは比較的高いのですが、アフガニスタンも28％と

なっています。 

 今回、なぜ識字率がなかなか上がらないのか、その理

由を調べてみました。 

 １．学校へ通うべき年齢で教育を受けることができな

い。 

  国によって教育予算が少なく、授業料が無料でない

国が多くあって貧困家庭の子供たちや孤児は学費を

払えず、学用品も買うお金がなかったり、家計を助ける

ために労働せざるを得ない等の理由で学校に通えな

い傾向があります。 

 ２．近くに学校が無いから。 

   2000年以降、14の国で小学校の授業料が無料化さ

れ生徒数が増えたものの、それらの生徒に勉強を教え

るだけの学校自体が不足しています。また、交通手段

が発達していない地域では学校から家が何十キロも離

れていたり、雨季には道路が冠水したり、通学そのも

のが困難な状況も多くあります。 

 ３．女の子は学校に通う必要がないという考えがある。 

   途上国では男子の教育にお金を使う傾向があり、女

子は学校へ通えたとしても学校で性的嫌がらせを受け

たり、女性用トイレがなかったり、早すぎる結婚、女性

教員が少ないなどの理由で通わなくなってしまう傾向

が多いようです。 

 ４．先生の数が少ない。 

   例えばモザンビークでは一人の教員が67人の生徒

を教えているそうです。教員の多くは一般的な公務員

よりも安い賃金で働き、病欠中の賃金や年金などの保

証もないため教員数の減少がおきています。ザンビア

のNGOの試算では教員の給与は一世帯あたりに必要

な生活費の半額以下でした。 

 ５．家で話す言葉と学校で習う言葉が違う。 

   少数民族が通う場所の学校建築を後回しにする国

もあります。また少数民族の言語での授業を認めな

かったり、現地語を理解できる教師の不足や、家と学

校で言語が違うため授業についていけず、学校から離

れていく生徒も存在します。 

  

 このように識字率向上を阻む様々な要素があるにも関

わらず、私たちのロータリーは果敢に識字率向上プロ

ジェクトを実施しています。 

 バングラディシュのダッカRCでは、児童の読解力が、物

語を演じたり、歌や踊りを活動的に学ぶことで飛躍的に

高まることを実証しました。また、人口の急速な増加に

伴ってインドでは識字率が低下しています。これに対して

RI第3010地区（インド）のロータリアンがデリーの学校識

字プロジェクトを援助し多くのロータリアン・ボランティアと

して指導にあたりました。ブラジル・サンパウロでは現地

の企業を巻き込んで「職場での教育」というプロジェクトを

起しました。これは、会社が従業員に彼らの都合の良い

時間帯を提供し、教育を与えるというものです。他にも

フィリピンでは火事で焼失してしまった小学校を地域住

民とロータリアンが一体となって教育の場を再建しまし

た。オーストラリアでは書籍をパプアニューギニアに送る

プロジェクト、ニューヨークのRCでは新しく母親になった

女性に識字資料および赤ちゃんに読み聞かせる本の配

布を行ったりしています。 

 母親の識字率が向上すれば5歳未満の乳幼児の死亡

率が低くなることや、女児の就学率も高まるという傾向が

みられます。そして識字率の高い国は平均寿命が長く、

一人あたりの収入や農業生産も高くなります。 

 私達有田RCも世界の識字率向上に向けた、何かいい

奉仕活動のアイデアがないか、今後のためにも考えて行

くべきだと思います。 

 

 

   

（上野山(栄)幹事） 

〇地区より 

１．2014-2015年度会計報告書が届いています 

２．2015-2016年度2640地区 地区賦課金並びに予算案

が届いています 

３．2015-2016年度クラブ行事提出のお願い 

４．2015-2016年度 オンツーソウルについてのアンケー

トのお願いが届く（嶋田(崇)国際奉仕委員長へ） 

 

〇御坊南ロータリークラブより 

 ４０周年記念例会 祝宴のご案内 １１月２１日（土） 

 

〇第４回理事会報告 (１１月１日) 

１．１０月、１１月度の例会プログラム 

２．９月度試算表 

３．親睦家族旅行について  

 幹事報告  



４．指名委員会の開催について  

５．前期IDMについて  

６．有田３クラブ合同夜間例会について11月19日 

７．さくらんぼ事業について（最終確認） 

８．その他 新入会員入会について 

   

〇箕島神社の駐車場ですが手前が満車の場合、赤い鳥

居をくぐって停めてくださっても良いとのことです 

 

 

 

（橋本R広報委員） 

ロータリー友誌10月号 

☆横組 

・P7-12 各クラブで例会を盛り上げている事例 

☆縦組 

・P4-8 弘法大師とロータリーについて 

・P21 海南 川上武さん（俳句） 

・P30 和歌山RC 盲ろう者交流・支援事業の紹介 

 

 

 

 

＊米山奨学委員会（嶋田(崇)副委員長） 

 橋爪誠治君より多額の特別寄付をいただきました。 

 

＊社会青少年奉仕委員会（橋本委員長） 

 本日例会終了後「さくらんぼ」への遊具寄贈と児童との

ふれあい事業を行います。 

 

＊親睦活動委員会（橋爪(誠)委員長） 

①１０月１１日(日) 有田３ＲＣ合同ゴルフコンペ開催いた

します。 

②１０月２５日(日) 親睦家族旅行の夕食のご案内と選択

メニューご記入のお願い。  

 

 

 

（應地例会運営委員長） 

本日の会員数２７名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２１名 

 （出席規定免除会員８名） 

       ９１．３０％ 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：会員の皆様、本日の「さくらんぼ」での奉仕活動

への参加、よろしくお願い致します。 

上野山(栄)君：石垣さん、本日卓話よろしくお願い致しま

す。社会青少年奉仕委員会の皆様、本日のさくらんぼ

事業、よろしくお願いします。 

桝井美重子様：本日はお招きありがとうございます。お弁

当代(？)少々ですが・・。今後の皆さんの活躍を祈念

いたします。トクホーもよろしくね！ 

石垣君：本日、拙い卓話させていただきます。 

松村君：石垣さんの卓話は毎年楽しみにしています。 

成川(守)君：石垣君、卓話ご苦労さまです。 

岩橋君：石垣さん、卓話楽しみにしています。 

上野山(英)君：石垣さん、本日卓話楽しみです。 

橋爪(正)君：石垣洋介さん、卓話楽しみです。高円宮妃

殿下のお越しを賜り光栄でした。 

上野山(捷)君：石垣洋介さん、本日の卓話ご苦労さまで

す。 

嶋田(崇)君：石垣さん、卓話ご苦労様です。 

應地君：石垣さん、卓話を楽しみにしています。 

児島君：石垣さん、卓話楽しみです。 

脇村君：石垣さんの卓話はいつも楽しいです。本日もよ

ろしくお願いします。 

岩本君：石垣さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

橋爪（誠）君：石垣様、今日の卓話楽しみにしていまし

た。よろしくお願いします。 

酒井君：石垣さん、本日の卓話どうぞよろしくお願いしま

す。 

橋本君：石垣さん、本日の卓話よろしくお願いします。例

会後、さくらんぼ事業です。参加お願いします。 

成戸君：主人にお花をありがとうございました。 

井上君：みな様、週末のゴルフ、楽しんで下さい。 

中村君：石垣さん、本日の卓話楽しみにしていました。よ

ろしくお願いします。桝井様、的場様、ようこそお越し

下さいました。 

 

 

 

「保護観察について」 

〇更生保護とは 

 犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直

ろうとするには、本人の強い意志や行政機関の働き掛け

のみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。 

 我が国では、保護司、更生保護施設を始めとする更生

保護ボランティアと呼ばれる人たちの他、更生保護への

理解と協力の下、関係機関・団体との幅広い連携によっ

て更生保護は推進されています。 

 

〇保護観察の目的 

 保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実

社会の中でその健全な一員として更生するように、国の

責任において指導監督及び補導援護を行うもので、保

３ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

ロータリー友誌  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

 会員 

  石垣 洋介 君 



護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観

察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計５種の

人がその対象となります。 

 

〇保護観察の種類 

①１号観察 保護観察処分少年 

 家庭裁判所で保護観察に付された少年 

 保護観察期間＝２０歳に達するまで、２０歳に達するま

での期間が２年に満たない場合は２年間 

 

②少年院からの仮退院を許された少年 

 保護観察期間＝原則として２０歳に達するまで。 

 

③３号観察 仮釈放者 

 刑事施設からの仮退院を許された人 

 保護観察期間＝残刑期間が満了するまで 

 

④４号観察 保護観察付執行猶予者 

 裁判所で刑の執行を猶予され保護観察に付された人 

保護観察期間＝執行猶予期間が満了するまで 

 

⑤５号観察 婦人補導院仮退院者 

 婦人補導院からの仮退院を許された人 

 保護観察期間＝仮退院の期間が満了するまで 

 

 

４ 

閉会・点鐘 （中元会長） 

保護観察の流れ

保護観察開始

指導監査
＊面接その他の適当な方法により、保
護観察対象者とし接触を保ち、その行
状を把握する。

＊保護観察対象者が遵守事項を守り、
生活行動指針に即して生活・行動す
るよう必要な指示その他の措置をとる。

＊特定の犯罪的傾向を改善するため
の専門的処遇を実施する。

補導援護
＊適切な住居等を得たり、同所へ帰
住するよう助ける。

＊医療・療養・職業補導・就職・教育
訓練を得るよう助ける。

＊生活環境の改善・調整・生活指導
を行う。

改善更生

保護観察終了

保護観察の方法

 「さくらんぼ」への遊具寄贈と 

      児童とのふれあい事業 
 

 10月8日14：00から、遊具及び絵本（プール・三

輪車・ブロックなどの遊具20品及び絵本9冊）の

贈呈式を行いました。 

 参加者は、有田RCメンバー14名、さくらんぼ

野田園長、有田市市民福祉部嶋田部長、さくら

んぼ児童の保護者3名、地方紙2社2名（合計19

名） 

 その後児童とのふれあいの時間では、3班

（三輪車班、ブロック班、絵本班）に分かれ児童

と一緒に童心に帰った気持ちで遊びました。児

童の嬉しそうな満面の笑顔をみて心がさわや

かになりました。 

        橋本社会青少年奉仕委員長 


