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会長 西村 清 ・ 会長エレクト 鎌形 芳法 ・ 副会長 萬来 謙一 ・ 幹事 福田 守

第2402回 2015年12月9日例会報告
【出席報告】

SAA 伊藤 武雄

【会長挨拶】

会長 西村 清
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（ 内名誉会員 4名
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93.1

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 91.52%

8/3メーキャップ6名・高橋会員・平野会員・山本会員

点

鐘

ソ ン グ

先週から冷え込んできたと思いましたが、今日は暖
かい日差しとなりましたが、世界を見れば英国の洪水
など気候変動は地球規模の様子です。
さて今週はお手元にもありますように、50周年事業
八街市への防犯カメラ寄贈の新聞記事をお届けいた
すことが出来ました。 ロータリーの活動は世間的に見
えにくい部分もありますが、こうしてカラー刷りで県紙を
飾れましたことは、分区全体にもよい影響を与え、さら
に国際ロータリーの広報となればと思いました。いま広
報と申し上げましたが、広くお知らせすることとは大事
な ことで あり、企 業 団体 は新 製品 、新 研究、 明る い
ニュース、あるいは記者会見などで媒体としてのテレビ、
ラジオ、新聞、雑誌、最近ではホームページやネットが
活用されるわけです。八街ロータリーの記事も、本クラ
ブのネットやロータリーの友、皆さんのフェイスブックな
どによって、奉仕の輪が広がることを期待します。
また広報に対して、広聴という言葉もございます。私
はビジネスマン時代には営業、企画、業務、などもつと
めましたが、広報も三年ほどいたしました。そこでは世
間と会社について6分は世間(マスコミサイド)、4分は会
社サイドに立つぐらいでほどほどになる指導されました。

会長 西村 清
それでこそロータリー

【ニコニコボックス】

◇新聞に出ました。

西村 清会長

◇新聞に載りました。

小川 嘉一会員
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世間を、世界を甘くみたり、自分のほうの立場だけを 【表
守ろうとするのは、結局危機管理としても駄目なんだと
諭されました。さきほどの広聴というのも、世間が世界が
どうみているのかどう感じて考えるのかを、こころから聴
かなければいけないと言われたものでした。八街ロータ
リーの50周年もよき広報活動は、丁寧な広聴がその背
景にあると考えます。

【幹事報告】

彰】

幹事 福田 守

◇米山功労者 第9回目 高橋 宏一会員
◇米山功労者 第4回目 槍木 勝典会員

◎ロータリアン芸術祭作品出展のお願い
期日：2016年2月6日(土）、7日(日）
会場：アパホテル＆東京ベイ幕張ホール
締切：1月15日(金）

【会員卓話】

亦平 力会員

◎日台ロータリー親善会議のご案内
開催日：2016年6月5日13：00～
会場：石川県立音楽堂コンサートホール
◎第2回二輪車ツーリングのご案内
開催美：2016年1月26日(火）午前10時集合
場所：東関東自動車道（大栄PA)
◎八街市社会福祉大会の礼状
◎八街商工会議所、新春賀詞交歓会開催
日時：平成28年1月8日(金）午前11時
場所：八街商工会議所3階大ホール
◎バキオ基金へのご寄付のお願い
◎例会変更のお知らせ（富里RC)
1月5日 (火）→ 休会
1月12日(火）→ 新年例会

テーマ
【 世界人口の推移】 【 教育の原点】 【 テロ撲滅に王手】
世界の人口は現在 約７２億９６０４万人
世界の人口増加率は、１分間に１３７人、１日で２０万
人、１年で７千万人が増えています。世界中で、１年間
に６千万人が亡くなり、１億３千万人が産まれます。あと
５０日位で７３億人を超えてきます。貧富の拡大、温暖
化など問題が山積しています。昨日：今日のニュースで
は、中国の北京では大気汚染に関する警報の中で最も
深刻な「赤色警報」が初めて出されたことを受け、8日か
ら小中学校などが休校になるなど、市民生活に影響が
広がっています。
児童・生徒合わせて406人が通う日本人学校も休校と
なりました。日本人学校が大気汚染を理由に休校にな
ったのは、今回が初めてだそうです。
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石油の枯渇が近づき,表土と森が失われ 水と食糧が、
病院と学校が不足しています。人の生活が太陽と地球
からの恵みを超えてしまいそうです。争い事などしてい
る場合ではありません。争いの原点は、一つに貧富の
会場：レストラン五番（18時点鐘）
拡大と、識字率が挙げられます。
今、世界の人口は７３億人に近づきましたが、いまだ
１０億位の人々は文字には無縁だそうです。日本の人
第2403回 2015年12月16日例会報告
口は１億２７５６万人、毎日２９３５人が産まれ、３２７９人
【出席報告】
が亡くなっています。 （Ｈ23総務省）
現在、日本では幼児教育－小学－中学-高校教育
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そのような人間性を失わせるようなものがあまりにも多
いと思います。（東京ＲＣ佐藤千壽先生）著
会員総数 36名
【 教育の原点】
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 １0名 ）
日本には平安時代、高貴人が学ぶ大学は在りました
通算出席率 91.23%
が、室町時代より寺子屋教育が日本の高い識字率と
12/2メーキャップ1名・槍木会員
倫理観をもたらしました。
室町時代末期（１６世紀前半）には一般庶民も学べる
寺子屋教育が始まりました。多くのお寺は山中に在る
ため、７～８歳の童たちは寝泊りが常であり礼儀作法も
点
鐘
副会長 萬来 謙一
学べました。寺子屋が広まったのは江戸時代の中頃
（１８世紀前半）からの要です。先人からの伝達のおか
ソ ン グ
手に手つないで
げで、日本には高い識字率と倫理観をもたらしました。
話は跳びますが、低開発国支援の識字率向上には
お 客 様
米山奨学生（千葉大学）
日本の寺子屋教育にヒントがあるように思います。日
グエン ティ テュイ リーンさん
本政府もこれまでの物質中心の海外援助は必ずしも
成功を収めなかったことに気付き、ベトナムには国際
協力事業団を通じ資金を提供し、山岳地域で３０の寺 【ニコニコボックス】
子屋と３軒の教員養成所を建設・開校しました。派遣さ
れた農学者が、ある部落で幼稚な養蜂を行っている家
◇じゃんけんに勝ってシクラメンを頂きました。
を発見し、蜂蜜の生産性向上のために、巣作りの改良
平野 雅敏会員
や遠心分離器を導入する近代的な養蜂技術のマニュ
アルを国語の教科書に使ったところ、生徒がそれを実
行し１年も経たないうちに、５割も収入が上がった家庭
が現れました。これに刺激を受けた国民は目を覚まし、
幹事 福田 守
養蜂以外にも民生を向上させる仕事はないものかと目 【幹事報告】
を輝かせて寺子屋運動に乗り出し、２００４年には全国
に約３５００の寺子屋が普及しました。
【 テロ撲滅に王手】
寺子屋は、いわゆる「魚を与えるのではなく、食べる
ための魚を取る方法」を与える所です。ネズミが出たか
らといって機関銃で撃ちまくることを教えても問題は解
決しません。彼らの自助努力によって、１万の寺子屋
を目標にして頑張っているそうです。「衣食足りて礼節
を知る」このような国々・地域が増えて行けばテロ撲滅
も夢ではありません。 ｛世界に５０万の寺子屋を｝
（成田ＲＣ柴田實先生）著より一部抜粋
◎米山記念奨学生・カウンセラー新年会のご案内
【高性能炭素繊維】に関しては次回お時間を頂
日程：２０１６年１月１０日（日） １５時３０分開会
けた折にさせていただきます。
会場：千葉スカイウインドウズ東天紅
ご静聴有難うございました。
◎2月7日(日）の地区大会は例年通り富里RCと
一緒にバスで行く予定です。
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副会長挨拶

会長がお花の差し入れを持って登場

北村市長と山本県議がご挨拶

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
4

