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「奉仕を考慮・実行し親睦を深める」

ガバナー　田中誠二
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祝  9月誕生日　中村会員 祝  9月結婚記念日　水口会員

ロータリー・リーダーシップ研究会
修了書授与　
福澤会長エレクト

前回の例会報告

　久しぶりにホテルアケボノで例会をさせて頂くと何か懐かしく感じま
す。　今月は青少年奉仕委員会の化石発掘事業と職業奉仕委員会の模擬
面接事業があります。　会員皆様におかれましては、お忙しいと思います
が、ご協力よろしくお願いします。
９月は、基本的教育と識字率向上月間です。ちなみに識字率とは何かわか
りますか？　ユネスコでは、「15歳以上の人口に対する、日常生活の簡単
な内容についての読み書きができる人口の割合」と定義しています。

（国際ロータリー第2610地区　2010-2011ガバナー　崎山氏　引用）
　『識字率向上』といっても多くの日本人にとっては関心の薄い問題のようです。日本では識字
率が高いかからです。　しかしこれを世界にとらえると、開発途上国では主として女性や子供の
識字率が低く、たとえば薬ビンに書いてある処方の文字が読めない。だから言われたままに安易
に飲んでしまう。　正しい避妊の方法も知らない。多産多死、つまりたくさん子供を生んでたく
さんの子供を死なせる状況になっている。　エイズや麻薬についての知識もないので自覚がな
いままに被害者が広がってゆく。　知らない間に自分が麻薬の仲介役にさせられているケース
もあるようだ。それはやがて国境を越え、日本などの先進国にも飛び火してゆく。結果的に、日本
と関係がない、などと簡単に言ってしまうことはできないのである。　日本のなかにも識字率の
問題がある、との指摘がある。最近、日系ブラジル人など就業のため日本に在住する外国人が増
えているが、かれらの多くは日本語力が不十分でうまく日本の社会に溶け込めないでいる。日本
の社会に同化できない人たちが自分たちだけの村社会をつくり．日本人と隔離された生活空間
をもつと、やがて地域住民との間にトラブルが生じるようになる。　ドイツが大量の移民を受け
入れたあと、その反動としてナチスが政権をとり、ユダヤ人などの在ドイツ外国人を迫害し第2 
次世界大戦に突き進んでいった苦い歴史がある。
日本の多くのロータリアンはどうなのだろう。ロータリーの基本は英語です。英語を基本にする
と日本のロータリアンの識字率はもしかして世界の先進国の中の最下位クラスでは？皆さん、
どうお考えですか？　世界には、学校に通っていない児童が5,800万人（2014）、読み書きがで
きない成人が7億8100万人います。低所得国のすべての子どもが基本的な識字力を身につけて
学業を終えることができれば、推定1億7100万人が貧困から解放されるとされています。（世界
の貧困率における12％の減少に相当）2013
　なかなか当クラブ単独にて、でできる事ではないと思いますが、国際・地区ロータリーに財団
を通して貢献できればと思います。　本日の例会もよろしくお願いします。

会長挨拶

次回の例会案内
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9月15日㈮

RI会長　イアン H.S. ライズリー

2017-18 Presidential Theme

○現在会員　65名　　○出席者　43名
○届欠席者    22名　    ○出席率　 66%

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話　　末永 雄樹会員
○閉会点鐘

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「四つのテスト」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブフォーラム

○閉会点鐘

社会奉仕委員会
福井県卓球バレー交流大会について . . . 

福澤幹也（ＲＬＩパートⅡ研修会）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

①風邪とは：　種々のウイルスや細菌に
　よって主に上気道（鼻、咽喉頭）粘膜に
　急性炎症を起こした状態の総称。
　鼻炎、扁桃腺、咽頭炎、喉頭炎、副鼻腔炎
    インフルエンザ・・・など。
②局所症状：鼻水、鼻閉、咽喉頭痛、痰、咳
　全身症状：発熱、倦怠感、頭痛
③感染経路
　接触感染：患者との間接、直接接触
　空気感染：空気中に病原が長い間空気中に漂う。結核、麻疹、水痘
　飛沫感染：咳やくしゃみに含まれる病原粒子を吸い込む。1～2m
 ④予防接種
　（ア）ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン・・フランスで開発され日本に導入
　は20年遅れ。年間500人（20年で10,000人）が発症。20％に難聴やてんかん、
   発達の退行、高次脳機能障害や麻痺など後遺症。  死亡率3～5％
　（イ）肺炎球菌：生後2か月から6歳に13価結合型肺炎球菌ワクチン。髄膜炎
    200人 65歳以上で23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン。
　（ウ）インフルエンザ：100％の予防は出来ない（35％～55％）でも 症状の軽
     減には有効。高齢者死亡を80％軽減している。
⑤マスク、うがい、手洗いの予防効果
   （ア）マスク：32名の医療関係者を用いた検討では、着用軍と非着用軍で差
   はなし。
   （イ）うがい：福岡市で 2歳から 6歳までの 2万人を対象にした発熱性疾患
   の研究報告。うがいを行った群は発熱性疾患が 32％少なかった。
　有効性は、緑茶＞機能水＞食塩水＞水道水
   （ウ）手洗い：アメリカの 1990 年代後半の 13万人を対象とした研究。
　パキスタンの 2000 年代前半の 1510 人を対象とした研究。
　手洗いをした群は 45～ 50％呼吸器感染症が少なかった。
　通常石鹸と薬用石鹸では減少率に有意差がなかった。その為 2016 年秋に
　アメリカ食品医薬品局は19種類の殺菌成分を含む薬用石鹸の販売を禁止した。

24 名 　　28,000 円　　今年度累計　292,235 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

25 名　27,000 円

20 名　　21,000 円
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18:00～18:30
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県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

卓　　話

クラブ訪問

前年度累計　323,000 円

　　　　　　　　
9月12日（火）福井南RC　　9月13日（水）福井北RC　　9月14日（木）福井RC
9月19日（火）武生RC　9月25日（月）福井東RC　10月17日（火）福井南RC
10月18日（水）福井北RC　10月24日（火）福井南RC

9月28日（木）福井水仙RC

横山剛史　　9月は2回事業があります。皆様のご協力お願いし
                    ます。
廣瀬充　　　坪川先生、卓話よろしくお願いします。
尾川輝幸　　今日もよろしくお願いします。
前田和寛　　2回連続して欠席してしまい、すみませんでした。
朝田健一　　坪川さんの卓話を楽しみにしております。
末永雄樹　　9月8日卓話させていただきます。よろしくお願いし
                     ます。
福澤幹也　　今日から9月。始業式後、教育相談をしていて遅刻し
                     ました。すみません。
南伊津美　　松下様、ようこそお越し下さいました。
内海晴藏　　松下さん、お久しぶりです。
藤岡茂樹　　朝晩涼しくなりました。風邪引かないで下さい。
近藤実　　　松下様、ご入会お待ちしております。
中村栄子　　9月お誕生日を祝して！！
田中義乃　　食欲の味です。飲み過ぎに注意しましょう。
中村敏雄　　今月は、基本的教育と識字率向上月間。ロータリー
                     の友月間です。今日は立春から210日。各地でゲリラ
                     豪雨が相次いでいます。防災の日にもう一度意識も
                     備えも変えるべきではないでしょうか。これから秋
                    バテにならないよう注意しましょう。
森陰輝夫　　坪川さんの卓話、期待してます。
山下徳太郎　坪川会員の卓話、楽しみです。
齊藤稔　　　ちょっと涼しくなりましたね。今、スーパーフーズ
                     で「そばの実」がブームになっております。健康に良
                     いということで皆様もいかがでしょうか？
細川直人　　8月で創業15周年を迎え、本日付けでグループ全体
                     の代表取締役となりました。今後とも皆様に喜ばれ
                     るお店作りをしていきたいです。
常山由起子　先日、美山町の町興しで15年間から造らせていた
                    だいている純米大吟醸美山錦が、フランスのコンク
                     ールでプラチナ賞を受賞することが出来ました。

坪川俊仁、野原哲也、太田貴司、高嶋隆博、竹内義隆
太田宏史、藤井誠也

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、内海晴藏、田中義乃、末永雄樹、中村栄子
松塚泰孝、太田貴司、中村敏雄、今野義隆、野原哲也、南伊津美、太田宏史、近藤実
松原淑裕、藤岡茂樹、尾川輝幸、常山由起子、坪川俊仁、齊藤稔、竹内義隆、
山下徳太郎、前田和寛　各君

平野嘉男、横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、増田外來士、中村敏雄、光山晃
近藤実、竹内義隆、山下徳太郎、辻川貴宏、坪川俊仁、田中義乃、松原淑裕
南伊津美、　藤岡茂樹、太田貴司、尾川輝幸、末永雄樹　各君　　

坪川   俊仁 会員

福井あすわ歴史道場
松下敬一会長が当クラブ見学と
「明治維新 150 年を考える
  シンポジウム」の告知と案内に
いらっしゃいました。


