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プラハにて油彩谷品子

ロータリーに輝きを

2014-2015年度国際ロータリー会長

ゲイリ-C.K ホアン

管業主/
.会 長佐々木敬史

・幹 事宮内哲也

・会報委員長三木秀二

・例会日毎週火曜日

12:10-13:10 

・例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530
FAX 58-6294 

・事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

世界寺子屋運動について P a r t 2 

横内文行

今年1月の週報で、世界寺子屋運動について紹介いたしました。

その後、明るいニュースが日本ユネスコ協会連盟のHPに掲載されておりましたので、少し紹介い

たします。

・ロハル寺子屋 関所式が行われました

2015年2月20日(金)、カンボジアで13軒目の寺子屋となるロハル寺子屋の関所式が行われました。

当日は数百人の村人が集まり、カンボジア政府教育・青年・スポーツ省のハン・チュオン・ナロン

大臣をはじめ、 U阻scoプノンペン事務所、シェムリアップ州やスヴァイレウ郡、そして日本からも

新居浜ユネスコ協会から5名が遠路かけつけ、多くの来賓を迎えて、村を挙げたお祭りのような盛

大な式典となりました。

カンボジアでは公式行事の冒頭、僧侶によるお祈りが行われます。ここでは来賓の方々も皆揃っ

て、お坊さんたちの前にひざまずいて両手を合わせます。そして、カンボジア伝統の音楽と舞踊が

祈りと祝福の場に華を添えます。

ハン・チュオン・ナロン教育大臣は祝辞の中で、「皆が平等な教育の機会を得ることは、国の発

展に不可欠なものです。寺子屋はカンボジアの子どもたちの未来を担っています」と挨拶すると同

時に、「日本の皆さんがカンボジアのために長きにわたり協力してくださっていることに心から感

謝します」と述べ、寺子屋が果たす役割への期待を表明しました。

みどりと自然を大切に



臼ユ協連 ・野口理事長は、「世界寺子屋運動では、カンボジアの発展のために1994年から協力を

してきました。寺子屋は日本とカンボジアの友情と鮮の証です」と話しました。

大臣によるテープカットで大きな拍手があがりました。

昨年の準備段階から、12人の寺子屋運営委員をはじめ多くの村人たちが、この寺子屋の完成を心待

ちにし、当協会連盟による寺子屋運営に関わるさまざまな人材育成の トレーニングを受けてきまし

た。 9月には識字クラス等を含めさまざまなクラスの開始が予定されています。今後は、クラスの

開始時期に向けて、職業訓績や収入向上プログラムは何が良いかなど、具体的な活動についての協

議が行われます。

また、他の寺子屋では、識字者となった生徒たちから喜びの声も上がっています。

-識字クラスの皆さん『卒業おめでとう !J

2015年4月7日(火)、カンボジア・ルエル寺子屋で2014年度の識字クラス修了式が行われました。

ここでは3クラス75名全員が修了試験に合格し、晴れて識字者となりました。

識字クラスの修了式は、内戦の影響や貧困などのため教育を受ける機会がないまま大人になった人

たちが、毎日重労働をこなしながら通い続けるという努力の末にたどり着く特別なものです。今回

のように、クラスの学習者会員が修了できることはまれです。3クラス開講しての全員卒業は快挙

と言えるのではないでしょうか。

当日は、識字クラスに一緒に通っていたと思われる小さな子どもたちなど、学習者の家族も合わ

せて100人以上の人が集まって卒業を祝いました。

現地関係者の祝辞と、学習者の喜びの声を一部紹介します。

<コミューン長の祝辞>

教育は決して盗まれることのない、皆さんの最も大切な資産です。

政府は非識字をなくそうとしてきましたが、残念ながらこの問題は残っています。今も、子ども

を学校ではなく田畑へ連れて行く人は大勢います。国の将来のため、学校に行けない、学べない人

をなくさなければなりません。

識字は、住民として情報やサービスを受けるためにも重要です。例えば出生証明書が理解されな

ければ、生まれた赤ちゃんが登録されません。書類が読めないことで、家庭においても家族への無

関心や児童労働にさえつながってしまいます。皆さんはご自分の子どもたちにも、必ず教育を受け

させてください。そして身に付けた読み書きの能力は、どうか失わないでください。

<学習者代表スピーチ>

私は読み書きができず、日常生活で困ることがよくありました。 8か月間授業についていくのに

苦労しましたが、これまでの自分を変えることができました。文字だけでなく DVなど社会問題につ

いてもみんなで学び、防止できるクラスであることも良かったです。

支援してくださった方々、教科書を支給してくれた方々、支えてくれた全ての人たちに対して神様

のご加護を祈ります。

来年度も、地区より世界寺子屋運動(書き損じハガキキャンペーン)への参加が呼びかけられる

と思います。私たちが出来る小さな事を世界にプレゼン卜してみてはいかがでしょうか。来年度も

書き損じハガキキャンベーンに多くの参加をお願いいたします。
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出席報告

1.出席会員(54名中) 38名

2.出席免除 2名
3.来賓

(側広島銀行個人営業部個人企画室

担当課長代理 今 野 俊 夫 様

4.来訪ロ ータリアン

2014 -2015年度ガパナ ー補佐

白石洋治様 (今治RC)

2015-2016年度ガパナー補佐

菅 道男様(今治南RC)

5.当日出席率 73. 08 % 
6.前々回補足修正率 96. 23 % 
(メイクアップ会員)

篠原正会員

大西聖会員

(5/22 伊予三島RC) 

退会のご挨拶

出席表彰(6月)

星 川和紀会員 (33年)

会長の時間

・ガパナー補佐 ご挨拶

大塚幹夫会員

2014 -2015年度ガパナ ー補佐

白石 洋 治 様

2015-2016年度ガパナー補佐

菅 道 男 様

委員長の時間

・ 『 ロ ー タリーの友~ 6月号要点紹介

雑誌委員長 三谷進一会員

・出席報告 石川豊和会員

会務報告

1. 新居浜南ロータリークラブ

① 6月 23日同移動夜間例会

*リーガ 2Fクラブ事務局にて、メーキャッ

プ受付あり

② 7月 7日(刈移動夜間例会

*リーガ2Fクラフ事務局にて、メーキャッ

プ受付あり

2.国際ロータリ一日本事務局 経理室

2015年 6月ロータリーレートのお知らせ

(1ドル = 118円)

3.松山西ロータリークラブ

創立 50周年記念式典 出席の御礼

4. 2015年 6月近隣クラブ例会のお知らせ

(出席委員会)

【5月 26日凶 定例理事会 報告】

*退会報告 (2016年 6月末)

ニコ ニコニ ュース

大塚幹夫会員

杉 浦 征 洋 会員

高橋 務会員

*白石洋治様、 菅道男様より、ニコニコ頂戴

致しました。

*大塚幹夫会員より、退会のご挨拶を頂戴し、

ニコニコを戴きました。

佐々木…①昨年の『市川海老蔵Jに続き、

『市川接之助』のしまなみ歌舞伎

を5月 31日(日)大山抵神社で前日

の雨もなく夕日の差すなか、前か

ら6列目で目近に観賞できました。

②2014-2015年度ご指導戴きま

した、今治RCの白石洋治ガパナー

補佐様並びに次年度お世話になり

ます、今治南RCの菅道男次年度

ガパナー補佐様にお越し戴きまし

た。誠にありがとうございます。

会長の時間でご挨拶賜ります。

宮内哲…白石ガパナ ー補佐様、菅次年度補

佐様、本日はようこそご苦労様で

す。大塚会員様、残念ですが、長

年ありがとうございました。

大西宣…いよいよ 6月となりました。次年

度各委員会の事業方針を拝見 しま

した。いずれも心強いものでした。

準備が整いつつあります。今後と

もよろしくお願いします。

長野…先週のニコニコで石川澄会員から、

「長野がニ コニコを入れることを

忘れている ?Jと指摘されました。

多分下記内容のニコニコを入れな

さいとのことでしょう。

川之江まちづくり計画案が国の事



業採択の認可を受けました。(H27

/4)本年度から 5年間で地域交

流センターの建設道路歩道など

に事業費 33億 8.000万円を投じ

て整備されます。平成 24年度か

ら川之江街づくり会議の委員長と

して市民の代表者と協議を重ね計

画案を作成しました。

ょうやく計画案が実施されること

になりホッとしています。なお、

今年 1月 20日卓話の時間に 四

国中央市都市計ー画課駕田係長から、

川之江まちづくり計画の説明をし

て頂きましたので概要を知ってい

る方もいると思います。

石川澄さんには日頃から格別のご

指導と叱時激励を頂き心から感

謝しています。

一 谷…大塚氏が挨拶に見えましたので…。

毛利…今日の卓話は親睦活動委員会です。

今野俊夫様、遠路おいでていただ

きありがとうございます。

矢野…①先週釣り上げた魚に逃げられま

した。原因は親の一言でした。

『まだ早い』…。残念でした! ! 
私が思うにまだ早いはもう遅い。

②Bテーブル全員出席です。もう

この後は l年後でしょう。

矢野隆志、高畠重章、石川繁一、

石川澄、横内文行、石川豊和、篠

原孝賢(計 7名)

車話(親睦活動委員会

山内栄弐会員担当)

「マーケット動向について」

今野俊夫氏

近隣RCの例会日

6月 11日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

6月 11臼附新居浜RC
(リーガ新居浜)

6月12日後)伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

6月 16日(刈観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

6月 16日(刈新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

6月 16日(刈

(会員選考委員会担当)

結婚記念祝
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