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という悪魔の文字を使わせてはいけない。」
と考えたのです。日本語の改革をはじめに
提起したのは、GHQの民間情報局（CIE）の
キングホール少佐でした。翌年（昭和21年）
マッカーサーの要請でアメリカ教育使節団が
来日し、報告書で「日本語は漢字や仮名を
使わず、ローマ字にせよ」と勧告しました。
「ローマ字による表記は、識字率を高めるの
で、民主主義を増進できる」というのが彼
らの考え方でした。
　1948年、CIEは「日本語のローマ字化」
を実行するに当たり、日本人がどれ位漢字
の読み書きが出来るか調査を行いました。
全国270ヵ所の市町村で、15歳から64歳の
17,100人を対象に実施し、その結果、テス
トの平均点は78.3点で、日本人は97.9％の
高い識字率を持っている事が判明しまし
た。CIEは、この結果に驚き、日本の教育
水準の高さに感嘆し、「日本人の識字率の高
さが証明された」との判断が大勢を占めま
した。それでも、ローマ字推進派の意見を
最終的に抑えたのが、CIE教育･宗教課長の
ハロルド･ヘンダーソンで日本の禅や詩歌を
愛する知日家でした。「アメリカ教育使節団
報告書」は、教育勅語の廃止、六三制義務
教育、PTA導入、教育組合組織の自由等を
勧告しました。戦後の日本の教育は、この
勧告に基づいて行われていきましたが、唯
一、実現されなかったのが、「日本語のロー
マ字化」でした。圧倒的な識字率の高さが
母国語を守ったのです。

以上

	 会長　増本　一也
　先週は皆様のご協力で楽し
い観月例会を行うことがで
き、大変ありがとうございま
した。台風16号が日本列島で
猛威をふるい、又、先日の大型
台風14号も台湾南部を直撃し、甚大な被害を
もたらしました。姉妹クラブの台南RCにも
お見舞いのメールを入れておりましたが、
Rogerさんより返信があり、会員の会社やご
家族の方は皆さん無事の様です。被害に遭わ
れた方々に心からお見舞い申しあげます。
　本日9月21日㈬より9月30日まで、秋の全
国交通安全運動です。当クラブには、佐世
保市交通安全協会長の川口博樹さんもおら
れます。安全運転を心掛けましょう。
　ところで、9月は「基本的教育と識字率向
上月間」と先々週の例会でお話いたしまし
たが、皆さんは、日本語から漢字が廃止さ
れそうになった事をご存じでしょうか。
　1945年（昭和20年）、大東亜戦争に敗れた
日本は、母国語を失いかねない危機に見舞
われました。玉砕するまで戦い抜いた日本
人を見たアメリカ人は、「日本人は間違った
情報を伝えられていて、正しい情報を得て
いないに違いない。なぜなら、新聞などが
あの様な難しい漢字を使って書いてある。
あれが、民衆に読める筈がない。日本に民
主主義を行き渡らせるには、情報をきちん
と与えなければならない。その為には漢字

2016～2017年度 テーマ ROTARY SERVING HUMANITY　̶ 人類に奉仕するロータリー ̶
2016～2017年度 R.I.会長 ジョン F. ジャーム （米国テネシー州、ChattanoogaRC）

会　長：増本　一也　　　幹　事：松尾　文隆
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　28 9 21 3,230 11

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 　　　　 ％

78

77

24

24

53 9 0

14

16

14

67.95

100.0057 6

会 長 挨 拶



（2）

　事務副局長：奥田　律雄
　事務局：小寺　真理・片桐　悦子

５．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「ハイライトよねやま198号」が届きました。

６．第2740地区	ローターアクト代表
	 	山田晋太朗さん
　「�ローターアクトクラブニュース8月号」が
届きました。

７．一般社団法人	ロータリーの友事務所
　「ロータリーの友」英語版発行のご案内
　　11月中旬発行　1部�540円

■出席･例会委員会	 委員長　坂本　　敏
　メークアップをされる時、
他クラブ、ローターアクト、イ
ンターアクトなど、例会変更
の時（行かれた場合）は、ご自
身で事務局の方へ連絡してい
ただくようにお願いします。修正出席率
100％が途絶えますので、よろしくお願いし
ます。

■ロータリー財団	補助金委員会
	 　坂元　　崇
　本日、例会終了後、ロータ
リー財団地区補助金事業「愛
のお米贈呈事業」の打ち合わ
せを行いますので、担当の
方々はお残りください。

ロータリー情報・文献記録委員会
	 松本　英介
　私は、草創期のロータリー
と、心理学者アルフレッド・
アドラーには何らかの関係が
あると思っている。単純な理
由からではあるが、２点とプ
ラスアルファーを申しあげる。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　佐世保市教育委員会
　社会教育課� 川

か わ ち の

内野　篤
あつし

�様

	 幹事　松尾　文隆
１．台南扶輪社	 邱榮政	様
　台風14号�台南市被害状況が届きました。
　�農業や漁業を中心に広範囲の被害が発
生、台南RC会員の会社やご家族は皆無事
とのご返事。

２．ロータリー財団
　増本一也会長へ
　�認証�マルチプル･ポ
ールハリス･フェロー
　レベル2�襟ピン伝達

３．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　実行委員長	 里　　隆光さん
　　大会幹事	 鈴木　茂之さん
　9月15日より地区大会事務局開設のご案内
　所在地：〒852-8134
　　　　　長崎市大橋町6-6　小林ビル2F
　TEL：095-894-1607　FAX：095-894-1585
　E-mail：ri2740sakinaga@tiara.ocn.ne.jp
　執務時間：9:00〜17:00
　　　　　　月･水･金曜日（9月〜12月）
　事務局：吉住奈穂美

４．第2740地区ガバナーエレクト
	 	駒井　英基さん
　　次期地区幹事	 笠　　慶宣さん

（佐賀南RC）
　�10月1日ガバナーエレクト事務所開設のご案内
　事務所：〒840-0815�佐賀市天神二丁目2-28
　　　　　松尾天神ビル1103号室
　TEL：0952-26-6868　FAX：0952-26-6844
　E-mail：ri2740sagapiece@orion.ocn.ne.jp
　執務時間：10:00〜17:00（月〜金曜日）
　事務局長：成清　啓二

委員会報告

例 会 記 録

幹 事 報 告

ロータリー３分間情報
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　１点目の一つは、時間的なもの。
◦ロータリーが創立された1905年
� アドラー35歳
◦ロータリー最初の大会が開かれた1910年
� アドラー40歳
◦�東京RCの誕生と、RCの数が1,000クラブ
に達した1920年　� アドラー50歳
　１点目の二つは、地理的なもの。
　オーストリア・ウィーン生まれのアドラ
ーはヨーロッパ一円で広く活躍したと紹介
されているが、実は１年の半分はアメリカ
で活躍し、その後アメリカ・シカゴに移住
している。

　２点目。アドラーは人生における重要課
題として三つを説いている。
　一つは　仕事＝なりわい（職業）
　二つは　交友＝とも
　三つは　愛＝やわらぎ、むつび
　我々はいつもこれらの課題を聞いて、歌っ
ている。特に職業については「ライフタス
ク」と呼んで重視している。ロータリーはこ
の三つの課題をそのまま取り入れている。

　最後はプラスアルファー。
　ポール・ハリスの著書「ジス・ロータリア
ン・エイジ」は心理学に１箇所だけ触れてい
るが、アドラーを思わせる記述は皆無。
　その中で、最初のロータリークラブである
シカゴRCのメンバーの紹介をしていて、ド
イツ人２人が含まれている。そのうちの１
人が初代会長を務めたシルベスター・シール
で、彼は職業と職業人重視を唱え、ロータ
リーに現存する職業奉仕の理念をつくっ
た、と書いている。
　アドラーはもともとドイツ語圏の人で精
神科の医者でもあるのだから、その主要な
論文や著書
がドイツ語
で表されて
いても不思
議ではない。
　想像する
に、シルベ

スター・シールがアドラーの影響を受けてい
るであろうことも、これまた不思議なこと
ではあるまい。

以上

　ニコニコボックスは、来週に持ち越し。

	 親睦活動委員会　松本　淳也
○今月の誕生祝い
　山口　剛史さん（4日）
　米倉洋一郎さん（6日）
　田中丸善保さん（19日）
　古賀　淳二さん（23日）

	 出席・例会委員会　木下　貴夫
○永年会員表彰
　中島　祥一さん（31年）
　
○出席100％表彰
　星　　　裕さん（1回）
　古賀　久貴さん（2回）
　川口　博樹さん（3回）
　河原　忠徳さん（3回）

ニコニコボックス

慶　　　祝
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長崎から世界遺産を！
〜「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」と
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
について〜

　佐世保市教育委員会
　社会教育課　川内野　篤	様

　「長崎の教会群とキリスト教
関連遺産」は、平成19年度か
ら世界文化遺産への登録を目指して各種調査
や図面、推薦書作成、気運醸成などの活動を
行ってきました。これまで地域住民の方々や
市民の皆さまの多大なるご支援をいただきま
して、日本国としてユネスコに推薦され、登
録の目前まで到達していました。
　しかし、昨年行われましたイコモス（世界
文化遺産の専門調査機関）による推薦書の書
類審査や現地調査、推薦国への聞き取りな
どにより、我々が主張していた資産の価値
について疑問が呈されたことから、日本国
としてはこれを一旦取り下げ、イコモスの
助言を受けながら推薦書の再構成を行うと
いう道を選択しました。大変期間が短く、
大掛かりな作業も必要でしたが、今年7月25
日に再びユネスコへ推薦されることが決ま
りました。
　タイトルもつい先日発表され、「長崎と天
草地方の潜伏キリシタン関連遺産」となりま
した。今回の卓話では、おおよそ下記の内容
で主にイコモス中間報告の要点と、推薦書の
見直し作業の内容についてお話します。

◦世界遺産とは
◦長崎の教会群とキリスト教関連遺産とは
◦イコモス中間報告の要点とは
◦推薦書見直し作業の概要は
◦�長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産とは

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊10月  例会卓話者予定＊�

10月５日� 新会員� 前田　恭宏さん
� ��（いちよし証券㈱）

10月12日� 第2740地区�米山奨学生
� シン　シイツ（女）さん
� （国：中国　学校：活水女子大学）

10月19日� 梅ヶ枝酒造株式会社
� 代表取締役社長� 長野　哲也�様

10月26日� ㈱マルタイ
� 代表取締役� 見藤　史朗�様

（平成23年5月〜平成26年3月�元会員）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月 4日㈫　15:45〜
会場／西海学園高等学校�記念館�会議室

日時／10月18日㈫　15:45〜　
会場／西海学園高等学校�記念館�会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月6日㈭（8月10日㈭分の変更）
　　　19:00（食事開始）〜
会場／長崎国際大学�食堂

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：平尾　幸一）

〔卓話者プロフィール〕
　川内野　篤（かわちの　あつし）
　�佐世保市教育委員会�社会教育課�文化財担
当学芸員
　1978年�佐世保市生まれ。
　2001年�別府大学文学部史学科卒業。
　�2002年より現職。埋蔵文化財、近代化遺産、
世界遺産登録を担当。
　長崎県立大学非常勤講師（西海学）。

卓　　話


