
　読み書きが出来なければ、良い仕事を見
つけることができず、貧しい生活を余儀な
くされるばかりか、たとえば、薬の飲み方
が書いてあっても読むことが出来ず、何時、
どれくらい飲んだら良いかわかりません。
こんなことから、識字率の低い国での乳幼
児の死亡率が高いようです。
　2012年10月には、パキスタン人 マララ・
ユスフザイさん（16歳）が「女性が教育を受け
る権利」を主張して運動しておりました
が、中学校からの帰宅途中のスクールバス
に乗っているところを、イスラム武装勢力
に銃撃される事件が起こりました。顔面を
銃弾が貫通しても、それに屈することなく
強い精神力で運動を続けております。
　識字率99％の日本では、識字率向上、教
育を受けさせる権利と言っても、実感とし
て分かりにくい面もあります。
　国際ロータリーでは、1997年より、7月を
識字率向上月間とすることを理事会で決め
ました。各ロータリークラブや地区は、識
字率に関する認識を高め、あるいは独自の
識字プログラムを開発し、世界の非識字を
撲滅しようとしていることは皆様ご存知の
通りです。
　2005年より今月3月が識字率向上月間に代
わり、活動が続けられております。

 会長　石井　正剛さん
　梅の開花前線をはるか前方
に追いながら、当地でも桜の
開花宣言がなされ、野山の彩
りも梅から桜へとバトンタッ
チです。
　これから日本列島を桜前線が北上してい
きます。1週間もすると、桜も満開になる頃
でしょう。そんな中、来週は観桜例会で
す。夜桜を愛でながら、親睦を深めたいと
思いますので、沢山の皆様のご参加をお願
い致します。
　71億73,130,065人。これは、国連が推定
する今この時間の世界の人口です。1分間に
137人、1日20万人、1年に7千万人ずつ人
口が増加しております。
　またこんな数字もあります。キューバ
99.9％、エストニア99.8％、日本、アメリカ、
北朝 鮮 他約26ｹ国99.0％、バングラデシュ
55.9％、アフガニスタン37.8％、ソマリア
35.9％、エチオピア28.0％、最下位 マリ26.2
％、これは識字率を表した数字です。人口
は増えても識字率はなかなか向上しており
ません。
　世界には学校に行きたくても行けない子
どもの数が7千万人、読み書きのできない
成人が7億7,600万人いると言われておりま
す。その内、3分の2が女性だそうです。
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■出席・例会委員会 委員長  黒木　政純さん
地区大会出欠ご返事のお願い
　4月12日㈯ 平戸文化センタ
ーにおいて、第2740地区 地区
大会が開催されることは既報
の通りですが、まだ出欠及び
交通手段のご返事をいただいていない方が
いらっしゃいます。早くご返事をお願いし
ます。また、バスの準備はしていませんの
で、自家用車で来られる方にお願いして、
分乗していただくように手配しています。

■米山記念奨学生カウンセラー
 　幸良　秋夫さん
米山奨学生カウンセラー・奨
学生オリエンテーションの出席
報告
　3月22日㈯ 午後1時、諫早市
商工会館で開催されました、
第2740地区の2014年度米山奨学生カウンセ
ラー・奨学生合同オリエンテーションに参加
しましたので、ご報告します。
　第1部は、カウンセラーと新規奨学生が分
かれてオリエンテーションが行われ、第2部
で、カウンセラーと奨学生の引き合わせが
あり、宮崎ガバナーエレクトから奨学生への
お祝いの言葉があった後、今後の事業活動
についての説明等があり、引き続き4月分
の奨学金の授与、奨学生バッジの授与が行
われました。
　第2740地区の2014年度米山奨学生は、計
13名で、男子4名、女子9名であり、国別で
は、中国とベトナムがそれぞれ5名、韓国2
名、米国1名となっています。
　当クラブでは、ベトナムからの留学生で
ある、長崎国際大学国際観光学科3年の
BUI,CHI THI BICH（ブイ,チ ティ ビック）さ
んのお世話をすることになります。クラブ
の例会や行事、地区の行事等に参加してい
ただくことになりますので、どうぞよろし
くお願いします。
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○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　別格本山 黒髪山大智院
 　住職　草津　栄良 様

 副幹事　納所　佳民さん

１．国際ロータリー日本事務局
 経理室　斎藤　愛子さん
　 2014年4月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（現行102円）です。

２．台南ロータリークラブ
　①2013年 月刊紙
　②台南RC 創立60周年記念DVD
　が届いております。

３．第2740地区ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせ

■R奉仕プロジェクト委員会
 委員長　富永　雅弘さん
職場訪問のご案内
　本年度の職場訪問は、下記
の内容で実施いたしますの
で、多数のご参加を宜しくお
願い申しあげます。

　平成26年4月23日㈬
　　13:45発　石井海陸興業㈱前

㈱大島造船所訪問
大島酒造(株)見学・試飲
オプションで

「オリーブベイホテル」見学
　　18:00頃　佐世保着予定

委員会報告

幹 事 報 告

例 会 記 録



 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん

石井　正剛会長、納所　佳民副幹事
森　　信正さん、芹野　隆英さん
円田　　昭さん、円田　浩司さん
古賀　　巖さん、富永　雅弘さん
橘髙　克和さん、山縣　義道さん
吉田　英樹さん、遠田　公夫さん
長島　　正さん、玉野　哲雄さん
田中丸善保さん、田中丸善弥さん
中村　徳裕さん
　黒髪山大智院住職 草津栄良さんの卓話を
楽しみにしています。なお、入会も楽しみ
にしております。（JC OB会員）

遠田　公夫さん
　昨夜は、アルカスに宝塚歌劇団の「ベル
サイユのばら」を見に行きました。豪華絢
爛な舞台でしたが、周りはほぼ女性ばか
り。恥じらいを感じながら、場違いな3時
間を過ごしました。オスカル役は、佐世保
出身でしたが、アンドレ役は多久出身で当
クラブの井上先生の姪っ子だそうです。

中川　知之さん、長島　　正さん
芹野　隆英さん、加納洋二郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

 ソングリーダー　髙田　俊夫さん

「早春賦」合唱

■ローターアクト委員会
 　委員長　髙瀨　宏滋さん
長崎国際大学RAC
4月第96回例会のお知らせ
　下記の日程で例会を行いま
す。なお、今回は新入生をこ
こで多く引き入れたいので、
ご多忙の折誠に恐縮ですがローターアクト
後援の為、会員皆様のご出席をよろしくお
願い申しあげます。
　日時／平成26年4月10日㈭　18:30 食事
　例会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料／2,000円
　内容／ ローターアクトについて、卓話、
　　　　レクレーション
　卓話／佐世保RC会員　大神吉史さん

 親睦活動委員会　大神　吉史さん

○結婚記念月のお祝い
　山下　尚登・智子　さん ご夫妻（5日）
　安福鴻之助・佐和子さん ご夫妻（9日）
　松瀬　茂雄・恵美子さん ご夫妻（11日）
　中川　知之・ヒサ子さん ご夫妻（18日）
　長島　　正・圭子　さん ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　さん ご夫妻（25日）
　菅沼宏比古・美砂子さん ご夫妻（25日）
　前田　勇人・淳子　さん ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝さん ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　さん ご夫妻（30日）
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ニコニコボックス 本日合計 　22,000 円

 累　　計 795,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝

歌の時間



『寺院を取り巻く環境の変化と今後の展望』
　別格本山黒髪山大智院
　　住職　草津　栄良 様

１．この10年の寺院環境の変化
　1）永代供養の増加
　2）お墓のあり方の変化
　3）家族のあり方の変化（核家族化の弊害）

２．今後の展望
　1）人口減少にともなう寺院の変化
　2）終活について（エンディングノートの推進）

　この10年を振り返った際に、高齢化また
は少子化が加速していく中において、寺院
を取り巻く環境も劇的に変化をしていま
す。いくつかの例を挙げますと、第一に永
代供養の増加、第二にお墓のあり方の変
化、第三に核家族化による弊害など、寺院
が取り組むべき諸問題が急激に増加してい
ます。
　今後の10年先、30年先、50年先を考えま
すと、今では想像もつかない変化が起こる
のではないかと、ある意味寺院も大きな危
機感を持たなければ、存続に関わることに
なると考えております。もちろん寺院がこ
れまで葬儀や法事を勤めることに偏り過
ぎ、本来最も勤めるべき教化を先送りにし
てしまっている現状を改めなければいけな
いことはもちろんのこと、先の時代を見据
えた寺院内外の環境整備が急務であること
は間違いありません。まずは寺院による率
先した教化活動を通して、檀信徒の方々の
菩提寺意識を高めていくかが、今後の寺院
存続のカギとなっていくのではないかと考
えております。
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（今週の担当　長富　正博）
 （カメラ担当　佐藤　　淳）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

＊4〜5月  例会予定＊

 4月 9日 ハウステンボス株式会社
  取締役　中谷　高士 様

（佐世保商工会議所副会頭）

 4月16日 新会員　前田　文智 様

 4月23日 中小企業診断士・経営コンサルタント
  牟田　宏一 様

（佐世保在住、ジブラルタ生命勤務）

 4月30日　指定休会

 5月７日　長崎国際大学ロータアクトクラブ
  　会長　田浦　レミさん

 5月14日　佐世保市 国体推進室
  室長　金子淳一郎 様

 5月21日　新会員　松尾　　貴さん

　まずはそれぞれの宗教、宗派、ご先祖様
をお祀りされる施主たる皆様方に、現状を
ご理解いただきたく存じます。

　次週、4月2日㈬は、観桜例会です。会場
はホテルオークラJRハウステンボスにて、
18:30より開会予定です。皆様お間違えのな
いようにお願い致します。
　皆様の多数のご出席をよろしくお願い致
します。

次週例会の案内

卓　　話


