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インドでのポリオワクチン投与活動に、当地区
からも１０名が参加しました。（2010年1月8日～11日）ポリオ根絶へのチャレンジ
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３月はロータリーの識字月間
　幸い我が地区には識字の若き国際的権威が
います。現八戸ロータリークラブ会長の富岡
義勝さんです。より専門的なコメントは氏に
委託するとしまして、巻頭言としては、より
俗っぽい一考察を掲げ、地区内ロータリアン
諸氏の青森県内知的能力レベル向上への努力
に資することができれば幸いです。

識字：世界の友好と平和への基盤
　食料づくり、きれいな水づくり、病気予防
など人間の生活安定の基本は読み書きができ
なければ難しい。食が満たされないと奪い合
いが起こり、戦争が起こる。すなわち識字は
世界平和への基盤であります。
　識字（リテラシー）とは、読み書きの能力・
その活用能力・教養という意味でありましょ
うが、識字率向上が国際ロータリーの強調事
項の一つとして掲げている理由は、人類が周
囲の人、他国の人と水や食料を奪い合うこと
なく、生存していく糧を得る知識・仕事・職
業を持つための基礎、その結果としての友好
と平和への基盤であるからであります。

日本：識字率は₉₉．₇％ 世界トップ
　国連の定義による識字率とは、年齢１₅歳以
上の自国語の識字者の人口比で顕わされるよ
うです。
　日本は立派。しかし、であります。

識字︵Literacy︶青森県版

国際ロータリー第₂₈₃₀地区

ガバナー　村　井　　　達

外国語識字率は……？
　先進国中最下位クラス、いや、会話能力も
考慮すれば、もしかしたら発展途上国を含め
ても、全世界でかなり下位かもしれません。
英語が中学・高校で義務教育（近年では小学
校からもある）であるにも拘らず…なのです。
　これは歴史上、欧州列強による世界の植民
地化の時代、すなわち、現在の開発途上国を
含む植民地の教育が母国の欧州言語で行われ
た時代に、日本は植民地化されたこともなく、
逆に列強のひとつとしてのプライドから、教
育も徹底的に日本語で行われていたこと（あ
る学者の言葉を借りると「言語の鎖国化」）
の裏返しであるかも知れません。
　先進国の大多数が存在しているいわゆる欧
米では、英語・フランス語・ドイツ語・スペ
イン語・イタリア語等は、方言と言っていい
ほど系統的にも近い。日本語とは語順からし
て異なる。
　英語などの場合、主語→述語→目的語の順
で、言葉の「溜め」や「落ち」、「ダウンビー
ト」が効き、ジョークが言い易い。日本人と
比べて欧米人がユーモアに富んでいると言わ
れるのは言語形態が原因の一つであろうと思
います。

巻頭言
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バイリンギュアルや多言語能力
　当然ながら、言語はその国の文化や歴史、
民族性等々を基盤にして発達してきたもので
あり、言語の系統、文字、順序、発音等々が
それぞれ異なる。複数の言語を読み書きでき
ても、それでものを考える場合、思考過程が
混乱しないであろうか ?
　頭脳が急速に発達する幼少期から少年期に
バイリンギュアルで教育すると、系統だった
思考ができなくなる、と言う学者もいます。
　日本語で読み聴きしているときは日本語で
考え、英語でやっているときは英語で考える
ことができればべターか？

コンピューター識字
　２０１０年２月号ガバナー月信に世代間情報
ギャップとして「アナログ世代」「ディジタ
ル世代」、その中間の「ディジタル移民」に
ついてコメントさせて頂きましたが、コン
ピュ－ター識字率が高ければ良いか？、単純
すぎないか？　という疑問もあります。
　特に青少年層に「パソコンお宅」が急速に
広まっており、スキンシップによる人と人と
のコミュニケーションがはなはだ心もとない
若者も多い。ごく親しい友人以外、隣の住人
が誰かも知らぬ、では国際友好親善どころで
はありますまい。
　また漫画、絵コンテ、動画偏向で、本や新
聞雑誌からの文字離れが急速進行中。人間と
しての思考方法からロボット型で発明発見、
特に人間としての尊厳でもある「創造」や

「自己実現」を考るに至らないのでは、コン
ピュータの発明が、英知の進歩ではあっても、
結果として逆に人類を不幸にする創造であっ
たなどと言うことになってしまいかねない。
　コンピューター識字率は高いに越したこと
はないでしょうが、生物は愛がなければ生存
できないでしょうから、パソコンを駆使する
英知も、他人への思いやり・愛を基盤にしな
ければ、自滅しかねません。
　時々 above self の警鐘を鳴らすことを前提
にコンピューター識字向上を図りたいものです。

愛と英知はどこから来るか？
　識字率が高いと言っても、知識を得、勉強
ができるだけでは不十分。その知識をもって
考えることが必要。
　人間一人では生きていけない。社会生活上、
人の心理、感情、情緒を汲み取ることの重要
性は申すまでもありません。しかしこれは人
と人との触れ合いなしには得られぬ能力で
しょう。
　やはり我田引水、「愛と英知」は本物の識
字、人間の感情感覚感性をしっかり捉えた上
での「識字」からきている、と言いたいので
あります。

そして　識字とは？
　重田政信元 RI 理事は昨年９月の識字率向
上セミナー（尼崎）で次のように述べておら
れます（要約）。「１９₆₅年世界文相会議で、識
字問題は単に『読み書きを教える基本的訓練』
を超え、『人間の社会的、公民的、経済的役
割を準備させる方法』であるという『機能的
識字の概念』が導入された。貧困と非識字は
悪循環する。識字は、世界理解と平和を目指
すロータリーの２１世紀の最重要プログラムで
ある。」
　「自国語識字率」99.7%を誇る日本では日常

「識字」の文字さえ余り見かけません。しかし、
上述のように、知的トップクラスの代表者で
も、通訳なしでは国際協議もおぼつかない外
国語識字や対人関係幼稚化を招きかねないコ
ンピューター識字などの応用編、そして「機
能的識字」を考えると、決して自慢ばかりし
ているわけにはいきません。
　「識字」の先進国版、青森県版を組み上げ
る余地はまだまだ大きいし、新世代のみなら
ず、深く高い日本語識字能力の備わった高齢
者の果たすべき役割は未だ重要であります。
　愛と英知を兼ね備えたロータリアンの、地
域や世界での教育・教養の分野での役割は、
目の前にも盛り沢山であります。
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弘前東ロータリークラブ
創立50周年記念式典開催
日　時:2009年12月16日㈬
会　場:ベストウェスタンホテルニューシティ弘前

弘前東ロータリークラブ
　今　井　　　宏

1Report 

　平成21年12月16日㈬、ベストウェスタンホ
テルニューシティ弘前において、当クラブ創
立50周年記念式典を挙行致しました。平日の
開催にも関わらず、相馬錩一弘前市長、村井
達ガバナーをはじめ、ご来賓、地区内ロータ
リアン、友好クラブの太田西ロータリークラ
ブ（群馬県）、ロータリー家族の皆様120名も
の方々にご臨席を賜りました。
　式典では当地区で最も歴史が古いインター
アクトクラブである、弘前南高等学校イン
ターアクトクラブへ感謝状の贈呈。友好クラ
ブである第2840地区（群馬県）の太田西ロー
タリークラブとの友好クラブ調印式が行われ
ました。
　また、記念事業として2010年12月、東北新
幹線全線開業に伴い、観光客に弘前と世界自
然遺産である白神山地をアピールすることが

出来ればと、弘前駅構内の通路に壁面サイン
「世界自然遺産・白神山地～ようこそ弘前へ！
ここはブナの森への玄関口～」の広告シート
を弘前市に寄贈致しました。
　祝賀会の余興では、島口和子先生とキララ
の皆様によるコーラスを披露していただき、
とても和やかなひとときでした。
　当クラブは12名と大変少ない会員数であり
ながら、無事式典を終了することができたの
も、スポンサークラブである弘前ロータリー
クラブ、近隣クラブの弘前西ロータリークラ
ブの皆様の多大なご協力と温かいお心遣いの
おかげと感謝しております。
　また、平日にも関わらずご参加いただきま
したロータリアンの皆様に心から感謝申し上
げます。ロータリーの友情を心から感じた式
典でございました。有難うございました。
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ゴールまであと数インチ…最後の一押しを！
インドでのポリオワクチン投与活動へ参加して

日時:2010年1月8日㈮～11日㈪　　於:インド

国際ロータリー第2830地区
パストガバナー　関　場　慶　博

（弘前RC）

2Report 

　昨年の５月、名古屋瑞穂 RC の増田盛英
次期会長がわざわざ弘前までお出でになって、

「当クラブが来年、創立25周年を迎えるにあ
たり、記念事業としてポリオワクチン投与活
動へ参加したいと思います。ついては関場さ
んに連れて行ってもらいたいのでよろしくお願
いします」との申し出がありました。一方、当
地区の白山春男ポリオ・プラス委員長（十和
田東 RC）からも、インドの NID（National 
Immunization Day 全国一斉ポリオワクチ
ン投与日）への参加希望を昨年の地区協議
会からお聞きしていました。そこで私は早
速、インドのポリオ・プラス委員会へ連絡を
取り、2010年の日程を確認し、2010年１月10
日の NID へ参加することにしました。当初は
10名程度の参加者を見込んでいましたが、参
加を希望される方は日を追うごとに増えて、最
終的には37名となりました。2830地区（10名）、
2670地区（３名）、2730地区（２名）、2760地
区（14名）、2790地区（３名）、2820地区（５名）
からなる、まさに多地区合同チームとなりまし
た。これまで一度参加したかったのだがなか
なか参加するチャンスがなかったので今回は
是非参加したい、という鐘ヶ江 PDG をはじ
め６名のパスト・ガバナーと現地区ガバナー１
名も参加者の中にいらっしゃいましたし、種市
良博会員（八戸中央 RC）ご一家のようにご家
族で参加された方もいらっしゃいました。また、
入会後わずか２年だが、実際に自分の目でポ
リオ根絶プログラムを見てみたいので参加した、
とおっしゃる小林幹夫会員（八戸 RC）のよう
な新会員の方も数名いらっしゃいました。
　ポリオ撲滅プログラムは国際ロータリーの
最優先課題であり、これまで多くの時間と労
力とお金をかけてきました。そして今、私た
ちは地球上からのポリオ根絶というゴールま
で、あと数インチというところまでやってきたの
です。しかし、ポリオ根絶プログラムの現状を

多くの人々（ロータリアンも含めて）は余り良
く知りません。ポリオという病気が日本では
無くなったこともその理由ではあると思いま
すが、何よりも広報不足がその原因のようで
す。今回の私たちのミッションに関する記事
を、国際ロータリー公共イメージ支援グルー
プ・アジアコーディネーターの田岡久雄さ
ん（京都南 RC）が、参加者の地区の主要な
新聞社へ「投げ込み」をしてくれました。そ
のおかげで各地方紙へポリオ根絶と国際ロー
タリーの名前が載ることとなり、ポリオ根絶
プログラムの現状と国際ロータリーの名前を
人々に知ってもらう良い機会となりました。
　私は2001年の１月21日の NID へ参加しま
したが、今年の１月10日朝９時、９年前と同
じ場所に私は戻ってきました。ここはインド、
デリー市の北部。私たちが投宿しているホテ
ルから車で40分のところにあるスラム街。高
層ビルが林立するニューデリー市とはまっ
たく様相を異にする世界がそこにはありま
す。牛と豚と人間とが共生し、それらの動物
の尿や糞が満ちあふれている街。冬だという
のに子どもたちは裸足の、デリーで最も貧し
い人々が住む街。その街中のいたる所に、「１
月10日はポリオワクチン投与日です。あなた
の子どもにワクチンを飲ませましょう」と
いうヒンドゥー語で書かれたポスターや横断
幕が掲げられています。市民の足である小型
三輪タクシー、その車体にもポリオワクチン
投与を呼びかける横断幕が巻き付けられてい
ます。しかし果たしてどれだけの母親がこの
文字を読めるでしょうか？インドでの女性の
識字率は51%、だがスラム街に住む女性の識
字率はもっともっと低いのです。もちろん戸
籍はありません。ワクチン投与の場所（以下、
ブース）は、数少ない保健所のロビーだった
り、寺院の物置小屋だったり、単に広場にお
かれた机のみだったり、とにかく子どもたち
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全員がワクチンを受けられるように、できる
限り多くのブースを設置して、この日１日で
インド全土の１億６千７百万人の５歳以下の
子どもたちへポリオワクチンを投与するのです。
　朝早くからそれぞれのブースへ母親が赤
ちゃんを連れてやってきました。その列はど
こまでも途絶える事がありません。９年前と
は違う光景がそこにはありました。９年前は
ポリオという病気への人々の関心は薄く、誰
も進んでブースへはやって来ませんでした。
太鼓をたたいては母親の関心を引き、家から
出てきたところをブースへと拉致するがごと
くに連れて行っては、ワクチンを赤ちゃんへ
投与したものでした。今ではポリオという病
気の怖さ、そしてその病気の治療法はないこ
と、罹らないようにワクチンを受けることが
大事だということが、人々とりわけ母親に理
解されるようになったのだと思います。
　20年前には世界で年間35万人の新しいポリ
オ患者が発症していました。それが、2009年
には1,500人まで激減したのです。ポリオ流行
国はインド、アフガニスタン、パキスタン、ナイ
ジェリアの４カ国となりました。1988年、WHO
が CDC（アメリカ疾病予防管理センター）、ユ
ニセフ、国際ロータリーを国際パートナーと
して、この地球からのポリオ根絶プログラム
へと取り組み始めてからすでに20年が経ちま
した。本当はもっと早くに根絶がなされるは
ずだったのですが、冷戦後の世界社会情勢の
著しい変化により、根絶へのロードマップを
何回も書き換えざるを得ませんでした。しか
し、とにかくゴールまであと最後の数インチ
という所へ私たちはやってきたのです。

　５歳の小さな女の子が自分の妹である赤
ちゃんを抱っこしてブースにやってきました。
まず妹にワクチンを投与してもらい、そして
彼女自身もワクチンを飲んで帰って行きました。
私たちが投与した２滴のワクチンが、この子
どもたちの未来を確かなものにするのです。
　「あなたたちはポリオ根絶の闘いのために、
わざわざ日本からやってきてくれました。私
たちと共にインドの地に立ってくれているこ
とは、私たちに勇気と喜びを与えてくれます」
と、デリー市の行政長官が私たちへ向かって
語りかけました。デリー市行政長官はお名前
をシエーラ・デクシットさんといい、デリー
市で最も人気と政治力ある女性です。彼女と
は９年前にもお会いしましたが、「また、来
てくれましたね」と私のことを覚えていてく
ださいました。地元の新聞やテレビでも私た
ちの事が取り上げられ、インドと日本との草
の根友好のためにも私たちの訪印が少しは役
にたったのではと思っています。ポリオワク
チン投与活動を終えたその夜、私たちはイン
ディラ・ガンディー国際空港から機上の人と
なり、ワクチンを投与したインドのスラム街
の子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、滞
在わずか３日でしたが、しかし大きな達成感
を覚えながらインドの地に別れを告げました。
　子どもたちの未来を奪う邪悪な病気、ポリ
オをこの地球から根絶することは、世界の子
どもたちへの最大の贈り物、そう私は信じて
います。ポリオ根絶へ向けた Final push（最
後の一押し）が今、求められています。その
ためにどうか皆様のより一層のポリオ根絶プロ
グラムへのご理解とご協力をお願いしたします。
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中村義弘ガバナーエレクトご夫妻
2010年国際協議会出席壮行会

日　時:2010年1月11日⎝月･祝⎠
会　場:八戸グランドホテル　

国際ロータリー第2830地区
地区幹事　峯　　　正　一

（八戸RC）

3Report 

　１月18日より24日までの１週間、アメリカ
のカリフォルニア州サンディエゴで開催され
る国際協議会に出席される中村義弘・佑子ガ
バナーエレクトご夫妻の壮行会が、地区のガ
バナー、パストガバナー、ガバナーノミニー
さらに今年度と次年度の地区役員、次年度の
各クラブ会長・幹事など124名と多くの皆様
方の出席をいただいて盛大に開催されました。
　壮行会は笹垣地区幹事長の司会により、最
初に村井ガバナー夫妻の先導で中村ガバナー
エレクトご夫妻が入場しました。村井ガバ
ナーからはエレクトの紹介と挨拶があり、黒
田 RI 理事から激励をこめて、国際協議会に
向けての心構えなどが話されました。
　中村ガバナーエレクトの挨拶では以前在籍
していた三沢クラブには黒田 RI 理事のお兄
さんである黒田政文パストガバナーもおられ

たという話を交えて挨拶をして、協議会に臨
むにあたって決意を力強く述べて出席者を感
動させていました。
　その後、中村ガバナーエレクトから次期の
ガバナー補佐の紹介、同じくガバナー事務所
のスタッフの紹介が松木次期地区幹事長から
ありました。
　懇親会は山崎直前ガバナーの心に残る挨拶
のあと村井ガバナーの銘酒桃川で出席者が声
高らかに乾杯して始まりました。
　アトラクションでは石橋司次期八戸ロータリー
クラブ会長率いるルーフトップスがビートルズの
往年の名曲レットイットビーなどを演奏して中村
ガバナーエレクトの出席を激励していました。
　最後はホストの八戸ロータリークラブ富岡
会長の閉会のことばの後、三本締で壮行会を
盛会裡に終了しました。
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2010︲11年度のための
地区財団セミナー

日　時:2010年2月7日㈰
会　場:青森市文化会館
　

国際ロータリー第2830地区
次期ロータリー財団委員長

　　富　岡　義　勝
（八戸RC）

4Report 

　去る２月７日㈰、青森市文化会館におい
て2010︲11年度のための地区財団セミナーが、
参加₃０クラブ、約８０名のロータリアン出席の
もと行なわれました。
　セミナー冒頭、中村義弘インカミング・ガ
バナーより１月末サンディエゴでおこなわれ
ました国際協議会の報告がありました。次年
度 RI 会長によって RI テーマ「地域を育み、
大陸をつなぐ」が発表された様子などが紹介
されました。
　その後、私から国際協議会の前２日間に行
われましたＲ財団未来の夢計画パイロット地
区研修会の報告と次年度各クラブにたいする
お願いを申し上げました。前半部では、従来
のＲ財団プログラムからの変更点を、後半で
は、DDF を有効に使用するための「グロー
バル補助金」と「新地区補助金」への各クラ
ブの取り組み方をお話申し上げました。また、
グローバル補助金はこれまでのマッチング・
グラントと似ており、次年度はタイ3330地区
と識字プロジェクトに挑戦することを発表し
ました。
　引き続き、奨学金の説明が加藤奨学金・学
友委員長より、また「新地区補助金」の申請
方法の説明が北向現地区Ｒ財団委員長からあ
りました。
　休憩をはさんで、ポリオ撲滅に関する
DVD 上映の予定でしたがソフトとハードの
相性が悪く延期となりました。しかし、１月
インドで行なわれたポリオ・ワクチン経口投
与に参加した、種市良博（八戸中央 RC）さん、

小林幹夫（八戸 RC）さん、そして全体の団
長を務められた関場慶博（弘前 RC）パスト
ガバナーの素晴らしいお話に出席者は一様に
強い感銘を受けることとなりました。
　質疑応答では、Ｒ財団の財政状況、「認証
ポイント」などについて、次年度ロータリー
財団地域コーディネーター（RRFC）島村吉
三久パストガバナーの手際良い説明がありま
した。
　最後は、村井達ガバナーより御講評を頂戴
し、会場は、‘皆でパイロット地区を盛り上
げよう！’という気運の中、無事セミナーは
閉幕しました。
　
＊なお、クラブで質問等おありの場合は、い

つでもガバナー・エレクト事務所（むつ市）
までご連絡ください。
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地区研修委員会・
地区チーム研修セミナー

日　時:2010年2月14日㈰
会　場:むつグリーンホテル

国際ロータリー第2830地区
研修セミナー担当次期地区幹事

　菅　原　偉　久
（大畑RC）

5Report 

　２月14日㈰　むつグリーンホテルを会場に、
地区研修委員会・地区チーム研修セミナーが、
次期地区研修副リーダー村井達ガバナーをは
じめ中村義弘インカミングガバナー、小山内
康晴ガバナーノミニーと３名のパストガバ
ナーを含む50名の参加者で開催されました。
　午前11時からの研修委員会では、次期のガ
バナー補佐を交えて村井ガバナーの進行でガ
バナー補佐の役割、中村インカミングガバ
ナーの情報提供の後、自由討論形式で研修が
行なわれました。
　午後からのチーム研修セミナーでは村井ガ
バナーの挨拶、パストガバナー、ガバナノ
ミニー、各委員会参加者の紹介の後、中村
インカミングガバナーから2010︲2011年度の

RI 会長レイ・クリンギンスミス氏の掲げた年次
テーマ【地域を育み、大地をつなぐ　Building 
Communities―Bridging Continents】RI 会長
強調事項、地区運営方針が発表され , 地区の
ロータリアンの友情と職業奉仕の実践で「地
域を育み」世界平和を信じて「大地をつなぐ」
我々の出来ることを続けよう、という話をさ
れました。
　各部門に分かれた分科会では、活発な話し
合いが行なわれ、その後の全体会議での報告
では、少ない持ち時間の中で各委員長から次
年度の方針・計画が発表されました。
　最後に中村インカミングガバナーのまとめ
で研修セミナーが終了いたしました。



身近にもある識字プロジェクトの可能性

国際ロータリー第2830地区
識字コーディネーター
　　富　岡　義　勝

（八戸RC）

　１９８０年代半ばより本格化しましたロータ
リーによる識字率向上運動は、その後 RI に
よって組織された「識字タスク・フォース」
や「支援グループ」によって支えられ、２０００
年代に入ってからは今日まで「RI 会長方針」
に必ず含まれる重要事項となっています。
　しかし、途上国や貧困地域での識字率向上
の社会的重要性とは裏腹に、日本をはじめ先
進国における識字運動への理解や関心は、概
して低いままにとどまっていると言わざるを
得ませんが、アメリカやカナダなどでは、ア
フリカへの支援、コンピューターによる識
字教育（CALS）、辞書プロジェクト、高校
でのスピーチ・コンテストなど、様々な試み
がなされています。一方、日本国内でも、第
2480地区（群馬県）のように在日外国人への
識字教育へ目を向けるところが出てきており
ます。
　さて、これまで、日本のロータリーによる
識字率向上への貢献といえば、途上地域にお
けるマッチング・グラント・プロジェクトや
第2680地区のフィリピンにおける素晴らしい
識字３－Ｈプロジェクトがすぐに思い出され
るところです。しかし、RI による識字運動
が人道的性格から教育的性格をおびてきてい
ることなどを勘案すると、識字プロジェクト

にももう少し多様性を持たせることが可能で
あるかもしれません。
　台湾といえば、先進社会で、ロータリーの
世界でも、会員数や財団寄付の点で大きな貢
献をしていることは皆様ご承知のとおりで
す。しかし、問題はあるのです。私の所属し
ている八戸ロータリー・クラブの姉妹クラブ
である台湾の基隆 RC は、親のいない子供た
ち、経済的に困窮している家族の子供たちに
対して、課外活動、おやつや料理の提供、自
主勉強、お祭り等のコミュニティ活動への参
加促進などにつとめています。このような子
供たちは、基本的な識字能力はおそらくあっ
ても、勉強するうえで様々な制約があること
が考えられます。辞書がほしくても買えない
子がいるかもしれませんし、コンピューター
で英語の識字教育（CALS）に興味をしめす
子供たちもあるかもしれません。そのような
子供たちに手を差し伸べることは人道的でも
あり、教育的であるかもしれません。
　今年度、八戸 RC は基隆 RC とマッチング・
グラント・プロジェクトを計画しています。
皆様のまわりにも案外このような例があるか
もしれません。
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識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間
3月は

L i t e r a c y  M o n t h
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文庫通信文庫通信

270号
〒10⓹⊖0011 東京都港区芝公園2⊖6⊖15 黒龍芝公園ビル3階

TEL⎝03⎠3433⊖6456・FAX⎝03⎠3459⊖7506
http://www.rotary-bunko.gr.jp

開館＝午前10時～午後５時　　休館＝土・日・祝祭日

ロータリー文庫ロータリー文庫ロータリー文庫問い合わせ
申し込み先

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50周年記念事業の一つとして1970年に創立され
た皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利
用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご
紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページ
で PDF もご利用いただけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備
えてありますのでご活用願います。
　以下資料のご紹介を致します。

ロータリー理解推進のために

◎「ポール・ハリスの生涯とロータリーの精神」
 牧田　静二［2009／₇ｐ（D.2620月信）］

◎「ロータリーについて考えていること」 高野孫左ヱ門［2009／₃ｐ（D.2620月信）］

◎「ロータリーの綱領　ロータリーの目的に変えよう　改訳試案」
 廣畑　富雄［2009／₄ｐ（ロータリーの心と原点）］

◎「職業奉仕の一考察」 中村　博亘［2010／２ｐ（D.2790月信）］

◎「ロータリーにおけるリーダーシップ」
 深川　純一（伊丹RC）［2009／２ｐ（純ちゃんのコーナーPartⅧ）］

◎「ロータリー理解推進月間に因んで」 渡辺　治夫［2010／１ｐ（D.2780月信）］

◎「楽しさあってこそのロータリー」 齋藤　直美［2009／₅ｐ（原点回帰）］　

◎「２月はロータリー理解推進月間です」 山﨑　　勝［2010／２ｐ（D.2720月信）］

［上記申込先:ロータリー文庫（コピー／PDF⎠］
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2010 年 2 月 12 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

1 月までの寄付金は、前年同期と比べて 14.5％減、約 1億 7千万円の減少となりました。普通寄

付金が 1.9％減、特別寄付金が 20.7％減と相変わらず厳しい状態には変わりありません。 

1 月は主に普通寄付金が納入される月であり、全クラブの 81％にあたる 1,864 クラブからご納入

いただきましたが、納入率が 60％台にとどまっているところも２地区あります。多地区合同奉仕

活動として日本の全 34 地区が参加している米山奨学事業のご理解を深めて頂き、普通寄付金のご

送金をよろしくお願い申し上げます。 

4 月からの新規米山奨学生の面接選考が各地区の選考委員会によって行われ、1,550 名（クラブ

支援奨学金 17 名を含む）の応募に対し、648 名の合格が決定しました。 

合格者は、博士課程 146 名・修士課程 330 名・学部課程 147 名、クラブ支援奨学金が 9名、地区

奨励奨学金が 16 名です。このほか、海外学友会推薦による 2名の候補者が決定しています。国籍・

地域別では、中国が 52.3％（前年度 48.3％）、韓国 15.3％（13.8％）、台湾 5.5％（6.3％）、その

他 26.9％（31.7％）です。中国・韓国籍の学生の割合が昨年に比べて増加した理由は、今年度か

ら同国の学部生にも応募資格を与えたことによって応募数が増えたことによると考えられます。 

今後、辞退者が出るなど多少の変動が見込まれますが、今回の合格者、そして昨年度からの継続

奨学生 171 名を合わせた 819 名が、2010 学年度の奨学生として新たなスタートを切ります。 

2009 年 12 月、台湾で「エビ養殖の父」と呼ばれ

る米山学友、廖一久さん（1965-68／田原ＲＣ）が、

第 5 回総統科学賞を受賞しました。この賞は、台湾

の数理科学・生命科学・社会科学・応用科学分野に

おいて、二年に一回、顕著な功績を残した研究者に

贈られる、台湾で最も権威ある科学賞です。 

廖さんは来日後、1962 年に東京大学修士課程に入

学。博士課程修了までの 6 年間を渥美半島にある東

大水産実験所で過ごし、車エビの研究で大きな研究

成果を残しました。1968 年に台湾に帰国後は、台湾

省水産試験所の研究員として、世界に先駆けてブラ

ックタイガーエビの養殖を成功させ、ボラおよびサバヒー等の人工繁殖世界記録を打ち立てるなど、

台湾はもとより、世界の養殖業に多大な影響を与えました。研究者としてだけでなく、国立台湾海

洋大学教授、台湾水産学会理事長、財団法人中華農学会理事、中央研究院院士など、研究・教育に

おいて 40 以上の重職を歴任し、国民から尊敬と信頼を得ています。 

 

 

 

 

台湾の学友が「総統科学賞」を受賞！ � 

４月からの新奨学生が決定！ � 

寄付金速報 ― 下半期も厳しいスタート ― � 

馬英九総統からトロフィーを受け取る寥さん（右）

 私が学んだ 50 年前は、台湾も日本も貧乏な時代でした。米山奨

学金のお陰で勉学に励むことができ、7 日 7 晩寝ずにエビの研究に没頭したこともありました。その

成果として、帰国後、エビや魚などさまざまな養殖に成功し、世界的名声を得ることができました。

日本のロータリアンの皆々樣に心より感謝を申し上げます。 
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各地区で会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）が開催される季節となりました。米山奨学会で

は例年、ＰＥＴＳで“米山奨学事業の説明時間を設けていただく”ことをお願いしています。 

今年は、次年度のクラブ会長・幹事、クラブ米山記念奨学委員長の皆さまへの配布資料として、

「豆辞典」と「事業紹介ＤＶＤチラシ（申込書付）」の 2 点をご用意しました。また、ＤＶＤ「す

ばらしい贈り物」の短縮版（12 分 ※説明者用シナリオ付き）の活用を呼びかけ、すでに活用を

申し出てくださった地区が 9地区あります。上映を機に、現在好評を得ている事業紹介ＤＶＤの存

在をクラブ会長に認識していただき、例会等で上映していただきたいと考えています。 

『ＤＶＤ「すばらしい贈り物」の短縮版（12 分）と説明シナリオ』を 

ご希望の方は、事務局まで（TEL：03-3578-8281 担当：栗原） 

富士通総研 経済研究所 主席研究員の柯
か

隆
りゅう

さん

（1992-94 年／名古屋大学大学院／名古屋大須ＲＣ）が

2月 3日（水）、東京ロータリークラブの例会で『中国経

済のゆくえ―危機からの回復と課題』と題する卓話を行

いました。 

柯隆さんは、中国マクロ経済研究の第一人者として知

られ、経団連や経済同友会の会合での講演を引き受ける

ことも多く、今回の卓話も、柯さんの講演を聴いてファ

ンになったという会員からの依頼で実現しました。 

「現在の中国経済を一字で表すなら何か」との問いに「膨」と答えたという柯さん。事実に基づ

く客観的な分析と的確な言葉で言い表すセンスが高く評価されているとの評判通り、30 分という

限られた時間の中、現在の中国経済事情とそれを取り巻くリスク要因を明快に分かりやすく解説し、

終了後は会場から万雷の拍手が送られました。当日は、米山奨学生時代のカウンセラーであった、

浅野 彰氏（名古屋大須ＲＣ）も駆けつけ、会場で柯さんの卓話を見守りました。 

 

 
 

※柯隆さんの卓話（要約）は、下記の東京ＲＣのホームページに 2月末頃掲載予定です 

http://www.tokyo-rc.gr.jp/jspeech/jspeech.htm 

 

 

 

 

���� 年 7 月 �7 日（土）、上海で開催される中国学友会総会・ 

懇親会にぜひご参加ください！ 

万博史上最大規模といわれる上海万博への訪問と合わせ、中国の学

友たちとの交流を深めませんか？中国の学友たちの活躍をその目で見、

彼らの思いを直接聞くチャンスです！詳しくはこちら↓↓↓ 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/sp-info/index.html 

 

（財)ロータリー米山記念奨学会 
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 
 黒龍芝公園ビル 3F 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 
E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
編集担当：野津

の づ

・峯
みね

 

中 国 学 友 会 総 会 ・ 懇 親 会 in 上 海  
ご 案 内 ペ ー ジ を Ｈ Ｐ に 掲 載 し ま し た ！  

中国経済専門家・米山学友の柯隆さんが東京ＲＣで卓話 � 

����（�）�������ラ��

�������������� 東京ロータリークラブで卓話をさせていただき、米山奨学生の時代
のことを思い出しました。ロータリアンの精神を受け継ぎ、卓話でいただいた講演料を中国で植林し
ている日本のＮＧＯに寄付させていただきました。改めて皆様に感謝を申し上げます。 

ＰＥＴＳではＤＶＤを使って米山奨学事業のアピールを！ � 
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（２０１０.１.₃１現在）

マルチプル・ポールハリスフェロー

ポールハリスフェロー

岡田　雄道さん
おいらせRC
６回目

西入　重雄さん
おいらせRC

杉山　茂夫さん
おいらせRC

柏崎　成男さん
おいらせRC

田中常三郎さん
おいらせRC

西入　玲子さん
おいらせRC

黒川　賢三さん
おいらせRC

寄付状況

お
せら知 2010年3月のロータリーレートは､

1ドル90円です。
ＲＩウェブサイト上で毎月のロータリー
為替レートを確認できます。

ロータリーレート
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（２０１０.２.２８現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会員動静

齊藤　良俊さん
2010年1月22日入会
SP:高橋　智会員

むつ中央RC

成田　悦雄さん
2010年1月1日入会
SP:高坂正史会員

つがる北西RC

工藤　金正さん
2010年2月16日入会
SP:小山内康晴会員

白滝　伸夫会員

弘前RC

芝野　芳樹さん
2010年2月4日入会
SP:永松滋雄会員

六ヶ所RC

佐藤　　歩さん
2010年2月3日入会
SP:遠間善弘会員

青森北東RC

岡山　信広さん
2010年2月4日入会
SP:岡山勝廣会員

六ヶ所RC

小山内　誠さん
2010年1月1日入会
SP:松橋幸治会員

つがる北西RC

蛯名　隆正さん
2010年1月27日入会
SP:竹ヶ原　實会員

十和田八甲RC

古内　秀典さん
2010年2月1日入会
SP:金沢守昭会員

十和田東RC

白川　幸夫さん
2010年1月8日入会
SP:岡村良昭会員

青森モーニングRC

退会会員

むつ中央RC	 齊藤　　實さん	 2010.1.22
六ヶ所RC	 岡山　勝廣さん	 2010.1.28
六ヶ所RC	 永松　滋雄さん	 2010.1.28
八戸RC	 水口　哲司さん	 2010.２.４
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2010年3月　行事予定表
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2009-2010年度　1月出席報告


