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第1674回例会
2014年11月27日
（木） 晴

務

2014〜2015年度
国際ロータリー第2760地区

2014〜2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ

Light up Rotary
ロータリーに輝きを

ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

〜R財団月間〜

第21回

会 ： 佐治寬行会場委員

斉

唱 ：「日も風も星も」
ス

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

2014〜2015年度
国際ロータリーのテーマ

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

司
ゲ

Weekly
Report
・ 台北延平RC及び福岡西RC会員来訪にあたり、
お手伝いが出来なくて失
礼致しました。
あいにく母の葬儀中でした
（100才 念のため）
ので。
髙村 博三さん

・ 11月25日東京明治記念館にて全国暴力追放運動中央大会が開催され、
警察庁長官より暴力追放栄誉金章を受賞しました。
全国で11名で、
東海

ト ： 青少年交換留学生 Stalder Lea
（シュタルダー・リア）
さん

会長挨拶

岩田修司会長

今日は国際ロータリーでも、1つのテーマになって

北陸7県で1名の光栄に浴しました。

鈴木 圓三さん

・ 11月1日は結婚記念日でした。
12月6日の愛知駅伝に娘が名古屋市の中
学代表で出場します。
しっかり応援しに行きます！
・ 10月30日は妻の誕生日でした。

近藤

茂弘さん

佐藤 善乙さん

・ 先週は、
台北延平関連行事に多勢の皆さん出席いただき、
ありがとうござ

おります、識字率について、
お話をしたいと思います。

いました。

まずは識字率の定義でありますが、初等教育を終

湯澤 信雄さん

・ 先週末で74クラブの公式訪問を終えました。
12月、
1月で残り10クラブを

えた年齢、一般的には15歳以上の人口のうち、母国

回ります。
1月29日名古屋瑞穂RCの訪問が最後です。

語において、
日常生活の読み書きが出来るかどうか

髙須 洋志さん

・ 先日、
社員旅行で生まれて初めて風呂で滑って腰を強打しました。
幸い骨

という割合であります。

折は免れました。

現在世界で一番識字率の高い国はキューバで識
字率99.9％でございます。上から少しご紹介致しますと2位が99.8％のエス
トニア、
ラトビア、3位が99.7％でベラルーシ、
グルジア、
リトアニア、
ウクライナ

出席報告

誤差の範囲ではないかと思います。逆に識字率の低い国はと申しますと、下
からアフリカのマリ26.2％、南スーダン27％、
エチオピア28％等でございま
す。
次に日本の識字率についてお話をしたいと思います。江戸時代の幕末期
において、武士はほぼ100％読み書きができ、庶民層においても、
男子で49
〜54％は読み書きができたそうでございます。同じ時代のイギリスでは、下
層庶民の場合、
ロンドンで文字の読める子どもは10％に満たなかったそう
です。又、江戸時代の日本の庶民の就学率、識字率はともに世界一だったそ
うです。寺子屋があったからでしょうか、就学率は70〜86％あったそうです。
又、何よりも驚いたのは、寺子屋は義務教育ではなく、庶民自身の主体的な
熱意で自然発生した世界的にも稀有なものだったそうです。素晴らしいこと
に、
当時の日本は重要なことは役所や国がやるべきだという発想はなく、
自

裕之さん

森裕之出席委員

会員63名 出席36名 （出席計算人数43名）
出席率 70.6％

でございます。
ちなみに日本は99.0％で先進国と言われるアメリカ、
イギリ
ス、
ドイツ、
フランス等と一緒でございます。
しかしこれは1％未満ですので、

森

11月 20日 は補填により 93.9％

幹事報告

堀慎治幹事

にて行い
・本日13:40より指名委員会をヒルトン名古屋9階「ことぶきの間」
ます。
・本日18:00より指名委員会第2部（懇親会）
を蓬莱軒「本店」にて行いま
す。
にて
・12月4日
（木）9：30より新会員研修会をヒルトン名古屋4階「梅の間」
行います。
・12月4日(木)13:40より第6回理事会をヒルトン名古屋9階「ことぶきの
にて行います。
間」

御礼状披露

福岡西RC 中村隆宣会長

先日のボジョレー・ヌーボー例会では大変お世話になりました。素晴らし
く楽しい例会で、
おいしいワインと料理も頂きました。

分に重要であるなら自分達で自治的に運営するのが当たり前という感覚を

台北延平RC様とも親しくさせて頂き、誠にありがとうございました。

持っていたそうです。大変素晴らしいことだと思います。

また、翌日にはお忙しい中、名門の愛知カンツリー倶楽部にもお付き合い

1908年（明治41年）
日本人781名が初めてブラジルへ移住しました。
ブラジルの新聞の中で、
日本人は驚くべき清潔さと規律正しさや、物を盗ま

頂き、感謝に堪えません。何から何までお世話になり、
申し訳ありませんでし
た。

ないこと等とともに、
日本人の識字率の高さについて781名中、読み書きが

さて、3月には古賀ゴルフクラブのクラブハウスが完成となります。是非と

出来るもの532名、総数の6割8分を示し、249名は無学だと称するが、全く

も、私が会長のときにもう一度福岡においで頂けないでしょうか。宜しくお願

文字を解せぬのではなく、多少の読書力を持っているので、結局真の非識字

い申し上げます。

者は1割にも達していないという驚いた記事が出ていたそうでございます。

ニコボックス

森裕之ニコボックス委員

「宮の浜市」
を盛大に行うことが出来ました。
あり
・ 皆様のご協力のおかげで
がとうございました。

鈴木

淑久さん

最後になりましたが、名古屋瑞穂RCの益々の御発展を祈念申し上げ、御
礼のご挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。

卓話

青少年交換留学生 Stalder Leaさん

私は青少年交換留学生の Lea Stalderです。
スイスのWohlenという街

から来ました。今年の8月17日に来日し、来年の7
月まで滞在します。名古屋瑞穂RCにお世話をして
いただき、留学できたことを本当に嬉しく思ってい
ありがとうございます。
ます。
スイスについてお話しさせて頂
今日は私の国、
まだあまり日本語が出来ませんが一生懸
きます。
命がんばりますので宜しくお願い致します。
この写真を見てください。これがスイスです。
リヒテン
ドイツ、オーストリア、
フランス、
イタリア、
ヨーロッパの中心にあり、
シュタインに囲まれています。

この写真は私の部屋です。
ここで育ち、色々な時間を過ごしてきました。
そ
して、
ここで日本に来る事を決めました。
私は何か新しい事がしたいと思っていました。
その時日本の文化に興味を
持ちました。
そして日本に来る事を決めました。
日本での生活は大変ですが、
とても価値があります。私は日本でホストファミリーや友達など、沢山の素晴
らしい人に会いました。私の夢を叶えてくれた全ての人に感謝しています。
私は日本で沢山の経験をしました。私はホストファミリーと一緒に京都と
ユニバーサルスタジオジャパンに行きました。京都は今まで見た町の中で一
番きれいな街だと思いました。
それから、ホストシスターのゆきさんと一緒に料理教室に行きました。
ま

スイスアーミナイフそしてアルプスの少女
チョコレート、
スイスはチーズ、

た、学校でも新しい経験をしました。私は修学旅行で長崎に行きました。
それ

スイスにはア
しかし、
スイスにはアルプス山脈があります。
ハイジで有名です。

から、文化祭に参加しました。
どちらもスイスとは全く違っていました。私はと

ルプス山脈の他にも山脈があります。

てもよい時間を過ごすことが出来ました。

この写真の山はジュラ山脈といいます。アルプス山脈よりも平らな山脈
です。一番高い山はDufourspitzeといい、海抜4634mです。
日本
スイスは日本より涼しいです。
スイスには日本の様に四季があります。
の面積はスイスの9倍です。
よく分
スイスがいつ出来たのか、
これからスイスの歴史について話します。
かっていません。神話では1307年に最初のCantonが出来たといわれてい
ます。
Cantonとはスイスを分けている州の事です。今は26のCantonがありま
しかし、公式には1291年の8月1日に出来たといわれています。はじめ
す。
は、Uri、Schwyz、Unterwaldenという3つのCantonがありました。3つ合
これが今のスイスの始まりです。
わせてUrkantoneと言います。

これからも日本でもっと沢山の素晴らしい体験や、素晴らしい人との出会
いが楽しみです。
日本語はまだあまり話す事できませんが、
もっと勉強をして色々な人とお
話がしたいと思っています。
また12月のクリスマス家族会に出席させていた
だきます。宜しくお願いします。
すごく楽しみです。
今後も名古屋瑞穂RCに引き続きお世話になりますが宜しくお願い致しま
す。
ご清聴ありがとうございました。

米山奨学生面接官委嘱状授与
2015年度・国際ロータリー2760地区の公益財団法人米山奨学生選考面
接官に、髙須洋志さん、関谷俊征さん、堀慎治さんが委嘱されました。

スイスには皇帝や王様はいませ
今からスイスの政治について話します。
ス
スイスの市民は直接政治に関わります。
スイスは直接民衆制の国です。
ん。
イスの為にみんなで協力しています。
この写真はAargauという
今から私のホームタウンについて話します。
ここに私の町があります。
スイスの北にあります。
Cantonです。
私の家はWohlenにあります。私はWohlenは大きな街だと思っていまし
しかし、名古屋に来た後、Wohlenはとても小さな街だと思いました。
た。
ほとんどの人
Wohlenは昔小さな村でした。家はあまりありませんでした。
が農民でした。
そして、Wohlenは麦わ
この村の女の人は麦わら帽子を作っていました。
ら帽子で有名になりました。今では世界中の人がかぶっています。Wohlen
は“小さなパリ”と呼ばれるようになりました。Wohlenには今でも手で麦わ
ら帽子を作っている女の人がいます。今Wohlenは現代的で、多文化な街で
す。私はこの街が大好きです。
この写真は私の学校です。毎朝15
今から私のスイスでの生活を話します。
分かけて自転車で通っています。
スイスの学校は日本の学校より自由です。入り口に門はありません。昼は、
外に食べ物を買いにいったり、家にごはんを食べに帰ったりします。授業と
授業の間に自由な時間があります。私たちは自由に、話したり勉強したりし
スイスでは授業によって始まりと終わりの時間が違います。
ます。
日本よ
スイスは一クラス25人で、
この写真はスイスの高校の時間割です。

来週の近藤ガバナー公式訪問予定
12月8日(月)

予定無し

12月9日(火)

愛知ロータリーEクラブ

12月10日(水)

尾張中央RC

12月11日(木)

予定無し

12月12日(金)

予定無し

例会のご案内
■今週の卓話

12月4日
（木）
テ ー マ ： 再生可能エネルギー事業の最近の動向

日
スイスは18歳で成人するので、高校生も大人です。
また、
りも少ないです。

について
卓 話 講 師 ：（株）
ｼｰﾃｯｸ再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部総括部

スイスの学校には部活はあ
本で高校生がまだ子どもである事に驚きました。

板倉弘計さん

りません。私は学校が終わった後に乗馬をしています。
中学校が3年です。幼稚園は
スイスの義務教育は9年です。小学校が6年、

■次週の行事

義務教育ではありません。小学校を卒業すると、学生は3つのレベルに分か
中学校を卒業する為に
れます。RealとSekとBezです。Bezが一番良いです。
ファイナルテストに合格しなくてはいけません。卒業したら、就職か進学
は、
します。

■次々週行事

12月11日
（木） クリスマス家族会
場

所 ： ヒルトン名古屋4階
「竹の間」

時

間 ： 18:00〜20:00

12月18日
（木） 第3回クラブフォーラム
内

容 ： 年次総会

