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● ロータリーソング「奉仕の理想」 

● ビジター 船田 元様（宇都宮東 RC・作新学院 学院長） 

 

   みなさんこんにちは。 

船田学院長、 先生本日は、よろしくお願い致します。 

さて、本日の会長の時間は、9月のロータリー月間でもある「基本的教育と識字率向上」につ

いてお話ししたいと思います。 

世界では、15歳以上の人口のうち 7.7億人を超える人々が字を読むことができないと言わ

れおり、発展途上国における識字率は非常に低い状態です。理由は、戦争や内戦・民族間紛争、

また、宗教等の慣習(かんしゅう)に基づく性差別等があります。それらを考えると識字率の向

上は、なかなか容易ではありません。 

日本においては、識字率は、ほぼ 100％近く、99.8％に到達したとされていて、1960年代以

降は、公的な調査すらされていません。実は、この識字率の到達率には、通常「就学率」が当

てはめられており、「学校に通ったから読み書きができる（はず）」という前提で成り立ってい

る数字です。  

では、この 1960年代以降、公的な調査すらされていない、その前提は、2018年の今現在でも

本当に正しいのかどうか疑問がもたれます。 

今、「機能的非識字 きのうてきひしきじ」 という言葉があります。これは、Line や Facebook

の普及により、ひらがなやカタカナなどの文字を読んだり書いたりはできるものの、書かれた

内容の理解や活用ができない状態の事をいいます。現代の子どもたちは、LineやFacebookなど、

日常会話の延長で発信される文字会話を読んだり書いたりすることはできますが、新聞や教科

書などの文章を読み込んで情報を得たり、何を問われているかを判断して回答する、といった

レベルの日本語力が不足していると言われています。私たちが、取り組んでいるロータリーの

奉仕活動において、日本の子どもたちに向けての言語発達を促進していくような取り組みがあ

ってもいいのかなと思いました。 

本日は、作新学院 学院長 船田元 様による「教育について」の卓話となっています。宜しく

お願いいたします。 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

    会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

9 月 第 2 例会          

2018年 9月 11日(火)      会員数 37名 出席数 24名 
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   §川名ガバナー補佐訪問の出欠確認をメール・FAXでお送りしております。出欠のご返信をよろし

くお願い致します。重ねて本日ガバナー訪問のタイムスケジュールと出欠確認を配信予定です。 

    併せて出欠のご返信をよろしくお願い致します。 

§2019年ハンブルグ国際大会 参加のご案内が届いております。 

    各テーブルに 1部配布して有りますのでご確認ください。 

§今後のスケジュールを、テーブルにある一覧にてご確認ください。 

§本日例会終了後、親善野球大会実行委員会を開催いたします。担当委員の方は例会終了後お集

まりください。 

回覧 

§7月の西日本豪雨災害義援金についてのご報告が届いておりますので回覧致します。 

§昨年度のロータリー財団への寄付に対し、お礼と継続的なご支援のお願いが届いております。 

 

  お知らせ 

  §本日 9月 11日は・・・公衆電話の日！ 

1900年のこの日、日本初の自動公衆電話が、東京の新橋と上野駅前に設置された。 

 

 

  §地区米山記念奨学会より 

2018年 9月 9日、13時から 16時、宇都宮グランドホテルにおいて、「地区新入会員研修セミ

ナー」が開催されました。当クラブからは、高橋順也会員、上杉哲也会員、杉本勝会員、物井

慶太会員、長英明会員の 5名が参加いたしました。 

伊東永峯ガバナー、太城敏之カウンセラーのご挨拶のあと研修会に入りました。研修リーダ

ーの鈴木宏様より「サービスの理念」、青少年奉仕委員長の二十二修様、米山記念奨学会委員長

の私、そして、ロータリー財団委員長の森本敬三様が各々25分程度の卓話を行いました。休憩

を経てグループディスカッションに入り、新入会員のさまざまな意見、感想を発表していただ

きました。     

私自身は、パワーポイントによりなるべくわかりやすく説明したつもりですが、理解しづら

い点も多かったかなと反省しております。次回またこのような機会がありましたら、もっとわ

かりやすい説明をしたいと思っています。 

参加の皆様、お休みのところ、大変ご苦労様でした。今後の活躍を期待しております。 

 

 

   § 野球大会協賛のお願いしております。協賛金は企業広告としてパンフレットに掲載致します。 

     皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

   §本日例会終了後、実行委員会を開催致します。 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   地区新入会員研修セミナー報告    長 正英 会員 

 

 

 

 

   地区親善野球大会実行委員会報告     古矢 幸伸 事務局長 
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§仲田真介会長  作新学院 学院長の船田 元様、本日の卓話、よろしくお願い致します。また、

先週、川名ガバナー補佐訪問の出欠が熊本幹事から配信されました。ひとりで

も多くのご出席のご協力をよろしくお願い致します。 

§湯浅 定会長エレクト 

         作新学院 学院長 船田 元様、ようこそ陽北 RCへお越しくださいました。楽し

いお話をお願い致します。 

§熊本泰久幹事  本日は船田学院長、卓話よろしくお願い致します。 

§岩﨑正日登会員 船田先生、本日の卓話、どうぞよろしくお願い致します。 

§加藤紀夫会員  船田先生、卓話よろしくお願い致します。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。船田先生、よろしくお願い致します。 

§樋口富之会員  船田元様、ようこそ宇都宮陽北ロータリークラブへ。ありがとうございます。

ニコニコします。 

§髙橋順也会員  船田先生の卓話を今か今かと指折り数えてお待ちしておりました。よろしくお

願い致します。 

§市川優子会員  こんにちは!! 船田先生、本日は卓話よろしくお願い致します。 

§河野慶太会員  女房の誕生日、お祝いありがとうございます。 

§杉本 勝会員  今週は我が家はスペシャルウィークです。私と妻の誕生日&結婚記念日です。

ニコニコします。 

§宇賀神弘明会員 父の葬儀にご列席いただき、また、クラブからも御心付けをいただきありがと

うございました。皆様のお気持ちが心にしみます。ありがとうございました。 

 

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  34,000 円 

 

    

    作新学院 学院長 船田 元 様（宇都宮東 RC）  

 

    §教育についてのお話がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 

   招待卓話 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   30名   前々回訂正    0名 

欠席数     7名   前々回訂正率  

出席率  81.08％         67.57％ 

 

次回例会予定 

 

第 1089 回  9 月 18 日(火) 

招待卓話「ロータリーの友について」 

ロータリーの友 地区代表委員 

加藤 勝朗 様 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1090 回 

9 月 25 日(火) 

クラブ協議会 

地区親善野球大会前々夜祭最終確

認 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

9 月 28 日(金) 
RI 第 2550 地区  

第 24 回親善野球大会前々夜祭 
別途お知らせ ベルヴィ宇都宮 

9 月 30 日(日) 
RI 第 2550 地区  

第 24 回親善野球大会 
別途お知らせ 河内総合運動公園 

 

 

日付 プログラム 
時間 

例会場 

第 1091 回 

10 月 2 日(火) 

米山奨学生卓話 

チャン・ティ・トゥイト・ミンさん 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

10 月 9 日(火) 振替休会（9/30 親善野球大会）   

第 1092 回 

10月 16日(火) 
ガバナー補佐訪問 12：30～ 12：30～13：30 別途確認 

第 1093 回 

10月 23日(火) 

招待卓話 

「貧困児童・児童虐待について」  

(一社)栃木県若年者支援機構  

代表理事 中野 謙作 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1094 回 

10月 28日(日) 

2018-19 年度 国際ロータリー 

第 2550 地区 地区大会 
 別途確認 

第 1095 回 

10月 30日(火) 
ガバナー公式訪問  12：30～13：30 別途確認 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


