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皆さんこんにちは、暖かくなったり、寒くなったりで、なかなかコートを手放せませんが、春は確実に
訪れて来ています。和歌山城の桜ももう直ぐ楽しめる事と思います。
さて、3月は識字率向上月間です。識字について、フリー百科事典ウィキペディア（Wikipedia）により

ますと、文字を読み書きし、理解できることで、日本では「読み書き」とも呼ばれ、江戸時代の寺子屋
の主要な科目でありました。日本の識字率は数百年にわたってきわめて高く、1400年代に日本に来た

朝鮮通信使の申 叔舟（しん しゅくしゅう）は、日本人は男女身分に関わらず全員が字を読み書きすると記録しているそう
です。江戸時代に培われた高い識字率が明治の発展につながったという説もあるそうです。
識字率は、「15歳以上の人口に対する文字認識の割合」をいい、世界の識字率は、「約75%」だそうです。

Wikipediaによれば、識字率95％以上の国は11ケ国で、先進国では男女差はあまり有りません。トップは日本とエス
トニアで、99.8%日本は（男99.9%、女99.7%）；エストニア99.8%（男99.8%、女99.8%）；アメリカ合衆国99.7% ；ロシア
99.6%；カザフスタン99.5%；タジキスタン99.5%；キルギス98.7%；ウルグアイ97.5%；イスラエル97.1%；キューバ97%；キ
プロス96.8% 。
これに対して、低識字率の国は、ニジェール17%（男25%、女9%）； アフガニスタン36.3%（男51.0%、女20.84%）；
パキスタン41.5%（男53.4%、女28.5%）；バングラデシュ41.1%（男50.3%、女31.1%）と続きます。
ジョン・ケニーＲＩ会長は、識字率向上を強調事項としています。ジョン・ケニー RI会長の支援グループによると、世
界には、読み書きのできない人々がおよそ8億人存在し、読み書きの能力を欠く人は、飢餓、病気、極度の貧困に陥
りやすい立場にある。これらの人々の約3分の2にあたる5億人は女性です。又7,200万人の子どもが就学していないそう
です。識字率向上支援グループは、ロータリアンが地元や海外で積極的に識字能力を推進していくために必要は情報
や手段を提供してくれます。
今後ロータリーは、ポリオ・プラスの後、識字率向上の活動を広範囲に展開し、非識字者をなくし、より良い生活環
境の下、平和な社会の構築に向けて、貢献していけるようになれば良いなと思います。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
米山梅吉記念館から館報 ......................................................................................................................................回覧
次々週４月１日（木）の例会は、４月３日（土）の夜、エクシブ淡路島に於いての移動例会です。お間
違いの無いように、お気を付け下さい。
また今週の土曜日２０日～２２日までは、田辺市に於いてライラセミナーが開催されます。ご参加頂く

方には、お気を付け、宜しくお願いします。
選抜高校野球、２２日（月）に出場する向陽高校の応援参加者は、朝５時半に高校グランドと和歌山駅東口からバス

５０台で出発します。朝早い出発ですので、遅刻しないようにして下さい。
例会終了後、３階に於いて、理事・役員会を開催します。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

３月１５日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　上中　崇司、内畑　瑛造、樫畑　友洋、角谷　芳伸、亀田　直紀、岸裏　廣澄、
岡野　年秀、島　公造、玉置　博康、松田　洪毅、村田　昌之、瀧川　嘉彦、八幡　建二、吉田　篤生
３月２０日（土）２１日（日）２２日（月）　地区ライラ　谷口　文利、田原　久一、野井　晋、野上　泰造、古屋　光英、
野井　晋

（敬称略）
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前回の例会 ３月１８日（木）

●卓話「意気に感ず」
　 県立和歌山商業高等学校　校長
 和歌山県高等学校野球連盟　会長　田井　伸幸さん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「それでこそロータリー」

●出席報告 村田　昌之 出席副委員長
会員数５０名（内出席規定適用免除会員９名）
３月１８日（本　日） ３３名 ８０．５％
３月４日（メーキャップ後） ３７名 ９０．２％

本日の例会 ３月２５日（木）

●卓話「福山北ロータリークラブの思い出の人」
 当クラブ会員　藤井　義宣さん

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
恋のサザンクロス（Ｊ．Ｓ．ＢＡＣＨより）
バッハ・トゥ・ザ・フューチャー（Ｊ．Ｓ．ＢＡＣＨより）

●移動例会

次回の例会 ４月３日（土）１８：３０〜　於　エクシブ淡路島

今月は識字率向上月間です。書き損じのはがき等次回の例会までにお持ち下さい。

社会奉仕委員会 吉田　篤生 委員長

委 員 会 報 告
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南R.C. 3月25日（木） 例会変更
 

和歌山南R.C. 3月26日（金） 卓話 「施設から見えてくる子どもの状況 -主に児童養護施設をとおして-」 児童養護施設　虎伏学園　園長　前田　哲也さん
 

和歌山中R.C. 3月26日（金） 例会変更 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北R.C. 3月29日（月） 卓話「私の会社の生い立ちと人」和田耕司会員
 

和歌山アゼリアR.C. 3月29日（月） 卓話 「思い出の引き出し」 田原　サヨ子会員
 

和歌山R.C. 3月30日（火） 卓話　和歌山県危機管理監　森　崇さん
 

和歌山西R.C. 3月31日（水） ライラセミナー報告　和歌山大学留学生　金　香梅さん
 

和歌山東南R.C. 3月31日（水） 休会
 

伊藤　裕通さん 田井会長本日の卓話楽しみです。

前田　成蔵さん  田井先生本日の卓話ご苦労さまです。 
お話楽しみです。

玉置　博康さん 田井会長をお迎えして。

八幡　建二さん 田井先生卓話楽しみにしています。

島　　公造さん 田井先生本日の卓話楽しみです。

古屋　光英さん 還暦の祝いありがとうございます。

山本　進三さん  先日、３月１４日（日）に無事長男博久の 
お宮参りが終了しました。

 今日でちょうど３ケ月になります。

糟谷　元春さん 田井先生卓話楽しみにしています。

上中　崇司さん  家内の誕生日にきれいなお花ありがとう 
ございました。

谷口　文利さん 田井様本日宜しくお願いします。

野上　泰造さん 田井さんよろしくお願いします。

瀧川　嘉彦さん 赤井さん、先週御苦労様でした。

阪神タイガース応援団一同

 公式戦がまちどおしいです。

〔お誕生にお祝い〕
古屋　光英さん  とうとう還暦です。あっと言う間の６０才 

です。まだまだ若いと思っています。

 これからもよろしくお願いします。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ５３，５２４円（計１２名　１４件）お誕生日お祝い  ４７７，０００円　皆出席  １１０，０００円　その他  １，９７９，３１１円）  累計額  ２，５６６，３１１円 

おめでとうございます！
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意気に感ず 和歌山県立和歌山商業高等学校長　田井　伸幸さん

卓　話

1. 38年の教師生活を終えて
この春、数え切れない多くの皆さんに支えられ、ずいぶんたくさんの経験や思い出を胸に教員生活を
終えます。退職に当たり、自分自身の記念として、お世話になった皆様への感謝の気持ちを込めて、
一世一代の拙著「意気に感ず」を発刊しました。

2. タイトル「意気に感ず」とは
中国唐代始めに、後に「貞観の治」と呼ばれた名政治の時代がありました。その政治を支えた魏徴（ぎちょう）は作

詩にも丈け、「述懐」と題する詩文集を残しています。その一節にある「人生感意気　功名誰復論（人生意気に感じ
ては、功名誰かまた論ぜん）」からの引用です。解釈は「意気に感じれば、功名や利得は問題外である。人生の価
値は、意気に感じられるその手応えにある」ということかと思います。
教員活動のなかで、その時々の判断とか、決心とか、行動なりが、どうも意気に感じてやってきたのではないかと

回想しています。そしてその多くは、生徒との接触からもらったものであります。胸に響き腹に落ち込む意気を、先生で
はなく生徒たちからもらったと感じるのは私の性情か、はたまた討論、議論、激論の中からは、感じたい意気は伝わら
ないものなのでしょうか。

3. M君という生徒とのかかわり（本には載せていないエピソード）
小学校高学年から米国で育ったM君という生徒が入学し、母親の身勝手で神奈川に引越しする計画が進んでいまし
た。相手校の校長先生に一生懸命お願いし、やっと転校許可がおりました。ところが、転校直前に「僕はこの学校に
残りたい」と言い出し、家を出てしまいました。ホームルームのお別れ会で、それまで経験したことのない熱い友情
に触れたからでした。小さい頃から世間と隔絶されたような日々を暮らし、人間関係の温かみに飢えていたのです。
私はMを守ってやらねばと決心し、母親に「家族の絆を引き裂く、教育者にあるまじき言動」として、教育委員会に訴
えられましたし、指導主事からは「もっと学校の立場を考えて」とのご指摘も受けましたが考えを変えませんでした。
その後も母親には許してもらえませんでしたが、母親に付いていったならできなかっただろう普通の高校生の経験すべ
き色んな難関を乗り越えて卒業してくれました。Mに対する判断は、校長としてではなく人としての、意気に感じた業
であったと回想しています。Mのために、原則禁止のアルバイト先を校長自らが探して保証人になってやることもできま
した。

4. Tさんという中国からの留学生の受け入れについて
山東省出身のTさんは、日本語の「に」も知らず、生活費のあてもなく、ただ卓球の訓練をしながら日本の学校で
学びたい一心で和商にやってきた留学生です。事前に、一年くらいは面倒みましょうと誘われていたのでしょうが、まこ
とに危なっかしい留学です。生活や学習の保証ができるかどうかを考えたとき、誰しも不安は抱けど責任の持てる話で
はないと考えるでしょう。このとき、私は着の身着のまま中国を訪れただろう遣唐使のことを頭に思い浮かべてしまいま
した。彼らの面倒をみたのは名もない中国人だっただろう。お返しに、一人の少女を日本で見守ってあげてなんの不
思議もない。そう考えられたから無事卒業まで預かることができました。思えば、15歳の一人っ子をよくもまあ無防備に
日本に出したものである。まるごと日本を信頼してくれた彼女の両親の意気に感じてしまったわけです。

5. 意気に感じて動くと失敗もつきまとう
意気に感じるということは、一瞬の共感を素直に受け止めることになりますから、石橋をたたいて渡るのとわけが違

います。当然のごとく思いもよらない失敗をしてしまうこともしばしばです。失敗談を集めればこれまた一冊の本になるく
らいです。しかし私の場合、どんな失敗をしでかしても、共感した自分の思いを正直に伝えることでたいていはうまく乗
り切れました。これからの人生も、新しい付き合いのなかで新しい意気を感じて泣き笑いを繰り返していこうかと思いま
す。ありがとうございました。

第11回理事・役員会議事録
日時・場所　２０１０年３月１８日（木）１３：４０〜　於　ルミエール華月殿（牡丹の間）

祝  医学博士取得
米山奨学生　李　亜涼さん

来日以来、猛勉強の末、今般博士になられました。我がクラブ
にとっても大変うれしい事であります。今後医者として又、日中両
国の友好の橋となって頂ければ幸いです。

〈カウンセラー　真野会員御苦労様でした。〉

議　題

①　Ｇ.Ｓ.Ｅ.の受け入れについて
　　４月２０日（火）米国よりの男性２名　女性３名の案内が当クラブの担当。
　　県知事・市長への案内、その後市内各所案内をする。
　　クラブより５～７名担当で世話をする。
②　例会場の変更について
　　ダイワロイネットを試会場として２回実施した。
　　結果をアンケートで意見集約し、その後全会員に発表し、決定していく事にする。
③　ハイチ・チリ災害に義援金を送る。
　　ハイチ１５，０００円、チリ１５，０００円を地区を通じて送る。
④　各行時日程
　　イ．新会員インフォメーション（３月２５日）情報・規定
　　ロ．長寿会〔ロイネット〕（５月１３日）クラブ、親睦
　　ハ．ボウリング大会（５月２２日（土））親睦、中山会員
⑤　カンボジア・スナーダイクマエ孤児院訪問記
　　２６４０地区のホームページに掲載決定。
⑥　スナーダイクマエ孤児院会計明細受ける。
　　同院より（メアス博子氏）礼状と２００９年度教育費収支報告書受け取りました。

　　スナーダイクマエ孤児院教育費収支報告書（２００９年１月１日～１２月３１日）（単位：ドル）

収入の部
前年度繰越金 －７３９．４１
今年度支援金 ５，３５０．００
合　　計 ４，６１０．５９

支出の部
学費（小中高合計） １，０５５．４７
教科書・制服・文房具 ６９６．４０
語学教材 １４６．９０
語学教師給与 １，２９０．００
スピーチコンテスト・語学検定試験参加経費 ８１８．２４
伝統舞踊講師謝礼 ９６０．００
その他 ２５８．６５
教育費合計 ５，２２５．６６
来年度繰越金 －６１５．０７
合　　計 ４，６１０．５９


