９月は基本的教育と識字率向上月間

ＲＩ２８２０地区

２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏
例会予定

１０月 ７日
１０月１４日

クラブ創立当初のバナーは、ロータリーのマークに
「水」の字をあしらったものでしたが、創立１０周年
当時、バナーを変えたいという意見が出て、研究検
討の結果出来たものが現在のものです。
鬼怒川と小貝川にはさまれた水海道は、昔から水
路を利用して、江戸に通じる要地として繁栄し、川と
の関わり合いの深い所です。
鯰は「如拙」の「瓢箪鯰」にあるよう、また幸を招く
魚として、川魚の代表的な魚です。この「鯰」と「川」
が当地の特色をもっとも的確に表すだろうと云う
ことで、東京女子美術学校講師であった増渕淳子
先生が両川の清流に黄金の鯰を配して図案化
したものです。
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副学校長 金重 寿子様
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例会報告 ＶＯＬ．５３ Ｎｏ．１０（Ｎｏ．2451） ９月 ９日（水）晴れ （司会 石井康弘委員長）
本例会での主な事項
◎会長挨拶
◎外部卓話 かしわ学園施設長 中川哲人様

ビ ジ タ ー
米山奨学生 レンゴゲニさん
かしわ学園施設長 中川哲人様
諸 報 告
親睦活動委員会 倉持功典副委員長
９月１２日（土）納涼会の最終案内です。
白井石油さん前より午後１時３０分 集合・出発

つくばみらい常陽銀行駐車場 午後１時４０分～４５分

幹 事 報 告 松崎隆詞幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
なし
第１３回日韓親善会議報告

五木田裕一国際奉仕委員長
去る 9 月 4 日（金）、グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」において開催
されました第 13 回日韓親善会議に参加してきました。当クラブからは北村パス
トガバナー、瀬戸地区国際奉仕委員会総括委員長と私、五木田の 3 名で出席
いたしました。2820 地区からは 13 クラブが参加し、長谷川パストガバナーや藤
井パストガバナーにお会いしました。会議全体としては、参加人数約 1,400 名
を超える大規模なもので、内訳は約 1,000 人が日本人ロータリアン、400 人が
韓国人ロータリアンでした。
14:00 に元 RI 理事である渡辺好政様の点鐘で会議が始まりました。続きまして両国の国歌斉唱、RI ラビ
ンドラン会長のメッセージが読み上げられました。
その後主催者を代表して、RI 元理事の渡辺様からご挨拶がありました。今年は日韓国交正常 50 周年の
記念すべき年であること、この会議は途中 7 年の中断を挟みながらも今回で 13 回を数えること、現在日韓関
係が必ずしも良好な状態でない中でこれほどの会員に集まっていただいたこと、個人的には終戦後引き上
げの混乱のなかで韓国の方々に助けて頂いたことなどのお話がありました。そして来年 6 月に行われる RI
国際大会ソウル大会に協力をお願いする旨の要請がありました。
その後、各地の役員紹介やホスト地区挨拶等を経て、駐日大韓民国特命全権大使柳興洙（ユ・フンス）様
より挨拶がありました。
この後休憩を挟み、京都大学総長山極寿一先生から「人間社会の由来とコミュニケーションの変化」と題し
て基調講演が行われました。この中で人類の他、チンパンジーとゴリラだけが、食べ物を赤の他人と共有す
ること、この過程で「共感」が生まれそれが大脳の発達に繋がり、ひいては人類が高い社会性を有するに至っ
たとの研究成果が示されました。それらが IT 技術や利便施設の発達により社会性に変化が生じているなど、
非常に興味深い内容でした。
講演後ソウル大会へ向けての案内、ミニコンサート等が行われ、渡辺様の点鐘により会議が終了いたしま
した。
この会議を通じて驚いたことは、日韓関係が良好でない中、数多くの韓国人ロータリアンが参加したことと
韓国側で挨拶に立たれた方の多くが流暢な日本語で話されていたことです。現在のような状況下にあって民
間外交の重要性を認識し、そのなかでロータリーの果たす役割の大きさを感じました。
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簡単ではございますが、以上をもちまして第 13 回日韓親善会議のご報告といたします。

米山奨学生

レンゴゲニさんスピーチ
近況報告をします。守谷ロータリークラブへ行ってきまし
た。４人しかいなくて寂しかったけど、色々な話を聞いて
楽しかったです。
就職決まりました。旅行会社です。インドネシアへお客さ
んに来てもらいために旅行会社にしました。

海老原良夫会長 2015.9．9 『読み書き教育の原風景』
ＲＩ9 月テーマは「基本的教育と識字率向上月間」です。これは、ロータリーの
６つの重点分野の一つですが、日本には非識字の人はほとんどいないので、
身近に感じられない、興味がないという会員も少なくないでしょう。しかし、今日
の世界には、教育を受けることができない就学適齢期の子どもが 5700 万人、
読み書きできない成人は 7 億 7400 万人おり、その 3 分の 2 は女性だといわれ
ています。
ロータリーでは、基本的教育の機会を広げ、読み書き能力を向上し、高等教
育への道を広げるためのさまざまな取り組みが実施されています。これらの活動は、貧困地域における教育
の向上につながります。
詳しくはロータリーの友 9 月号に記載されておりますので、ご参照くださいませ。
また、倉沢修市ガバナーも月信 9 月号に、芭蕉の言葉を引用して『読み書き教育』の重要性を説いておら
れます。
そこで私は、今月のＲＩテーマ関する「ロータリーの友」・「ガバナー月信」の記事から二つのキーワード『読
み書き』・『教育における男女格差の解消』を選び出し、かつて、この常総の地で行われていた、先進事例を
紹介いたします。
・・・・・『天保元年(1830)塚田万兵衛が宝洞宿敷石横町に開いた寺子屋遊雲堂。水海道村は、江戸に近く商
業活動、小売業が盛んで、子どもたちは早くから読み書きをはじめとする実利的な知識を身に付けることが
求められ、その就学率は高く、長男だけに限らず二男・三男・女児・奉公人までもが学んでいた。野州(栃木
県)市塙村、関宿町、目吹村などの遠隔地から通学する子どももいた。天保 4 年から明治 6 年までの 41 年間
にわたる「筆弟入門帳」には筆子の名前、年齢、父兄名、居住地、入門年月日が記されており最盛期には百
名以上の筆子を教えていた大規模な寺子屋であった。河岸があり市場がある水海道村は農業生産物の集散
地として、また消費地として発展し、貨幣による流通経済も盛んになって、ついには農間余業と称する農村商
人が出現することとなり『寺子屋遊雲堂』は水海道村のこのような経済力を地盤に発足、発展していっ
た』・・・・・・
会 長 挨 拶
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・・・・・・これが天保 4 年『寺子屋遊雲堂』の筆弟入門帳(名簿)です・・・・・・
今月のＲＩテーマから、私が選び出した二つのキーワード『読み書き』・『教育における男女格差の解消』に
ついて、さらにもうひとつ付け加えるならば、今、日本では『男女共同参画社会の実現』を目指したさまざまな
施策が、各市町村単位で検討され、実施されていますが、これを加えた三つのキーワードに対する先進的な
取り組みが、かつてこの常総の地では、普段着の日常の生活の中で、すでに実践されていた、ということにな
ります。
私たちの郷土には、教育に熱心であった先人たちがいた、という記憶が遺されています。

外 部 卓 話

かしわ学園施設長 中川哲人様
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出 席 報 告

荒井孝典委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出席率

５５名

４１名

１４名

０名

１名

７６．３６％

ニコニコボックス 染谷秀雄委員長
入金計 ￥13,000
累計 ￥484,000
本日は悪天候の中、例会出席ありがとうございます。週末の土曜日（９月１２日）は、親睦委員会の皆様のお
骨折りを頂き、納涼会（移動例会）開催予定です。宜しくお願い申し上げます。 海老原会員
中川園長、本日宜しくお願いします。 松崎会員
かしわ学園施設長 中川哲人様、卓話宜しくお願い申し上げます。 染谷（昭）会員
９月４日 第１３回日韓親善会議に参加してきました。後程ご報告申し上げます。 五木田（裕）会員
１２日 納涼会欠席します。皆さん存分に楽しんで来て下さい！！ 青木（英）会員
先日おでこを切りました。お体ご自愛下さい。中川様卓話宜しくお願い致します。 石井会員
例会欠席しました。 山牟田・染谷（正）・雨谷・亀崎 各会員

会報委員会

二本松恭行委員長

亀崎徳彦副委員長
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本橋美章委員

