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＜本年度会長テーマ＞ 「子供たちにプレゼントをしよう！奉仕を楽しもう！」

9月3日(木) 第767回

広島市の特色ある教育～

「ひろしま型カリキュラム」

と「平和教育」について

広島市教育委員会

学校教育部

指導第一課

島筒 篤様

「ひろしま型カリキュラム」については、小学

校５年生から中学校３年生で「言語・数理運用

科」を、小学校５・６年生で「小学校英語科」

を実施しています。

「言語・数理運用科」の授業では、身の回りの

事象について、必要な情報を取り出し、課題を

見つけ、これまでに他教科で身に付けた知識を

活用して、思考・判断し、自分の考えを表現し

たりします。

「小学校英語科」の授業では、１５分の英語タ

イムを週３回行い、たくさんの英語に触れた

り、４５分の英語授業を週１回行い、英単語を

使ってコミュニケーションを図る活動をしたり

します。

「平和教育」については、被爆体験の確かな継

承をテーマに、児童生徒の発達段階に即した平

和教育プログラム学習を推進するとともに、被

爆体験を聴く会や平和を考える集い等の開催な

どの取組を行っています。

また、平和についての自らの意見や提言等の発

信をテーマに、小学校６年生児童を対象に、平

和についての作文を募集し、選考された２０名

の児童が意見発表を行い、協力して「平和への

誓い」を作成し、代表２名が世界へ発信する

「こどもピースサミット」や、中学校３年生が

英語のメッセージを作成し、平和記念式典に参

列する各国駐日大使や海外の一般参列者に英語

で伝えて発信する被爆７０周年記念事業「伝え

るHIROSHIMAプロジェクト」等の取組を行ってい

ます。

お客様 ようこそ おいで下さいました。ごゆ

っくりしていって下さい。本日卓話をしていただき

ます、広島市教育委員会 学校教育部 指導第一課

島筒篤様、広島南RC 白井孝司様、宜しくお願い

致します。

9月は識字率向上月間です。識字率の向上は1986年

以来、国際ロータリーの強調事項であり、昨年まで

3月度を強調月間として推進しておりましたが2014

年度10月RI理事会で9月に変更されました。

「基本的教育と識字率向上」はロータリーの6つの

重点事項に指定されていますが、地域の識字率水準

がその地域の生活水準に直結するとの観点から、

「世界中で識字能力の大切さを強調する」「ロータ

リー独自の識字率向上プログラムを開発する」「世

界的に非識字撲滅の努力をする」など識字率の問題

を再認識し、ロータリアンの意識を向上する月間で

す。

識字率とは一定の地域で15歳以上の人口に対する

日常の簡単な内容について、読み書きが出来る人の

割合と定義されており、ユネスコの推計によります

と、世界にはいまだ7億7600万人の読み書きの出来

ない方がおられ、特に女性は世界の非識字率人口の

64％を占めていると言われています。

世界183カ国の中で識字率90％以上の国は104ヶ国

ある一方、70％に満たない国が33ヶ国、50％に満た

ない国が12ヶ国もあります。

ユネスコの識字統計は15歳以上の人口を対称とし

た成人識字統計であり学校に通う機会のない14歳以

下の子ども約19億人は含まれないことから実際の識

字率は更に低いと考えられます。

日本では統計上の識字率は99.8パーセントですが

残りの0.2％は知的障害者・言語障害者と言われて

いますが、これらの人々は補助器具による識字も可

能ですので実質100％と考えられるため、識字率の

向上について多くの日本人には関心の薄い問題と思

われているようです。

2015年9月3日(木）第767回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間
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1897年12月7日､国際連合は世界の識字率の向上を

喚起することを目的とし､1990年を国際識字年とす

る決議を行い､第42回国連総会で制定されました｡こ

の決議は識字に関する啓発と教育の推進を重要な課

題としており､その克服に向けた世界戦略の綿密な

策定と世界規模で識字運動を展開するとしました｡

当時､識字について国際的に共通の定義はなく､ユ

ネスコは各国が独自に規定する定義を受け入れまし

たが､当時､識字について国際的に共通の定義はな

く､ユネスコは各国の独自に規定する定義を受け入

れていましたが､世界の統計を標準化する為のガイ

ドラインでは｢日常生活で用いられる簡単で短い文

章を理解して読み書きができる｣と規定致しました｡

更に識字の概念は｢単なる文字の読み書き能力を超

えて､家庭･コミュニティー、あるいは仕事場での、

ある特定の目的のために、理解をもって読み書きが

出来ること｣とする機能的識字に移行しています｡

世界中で非識字学者が多い一番の理由は教育の問

題です。特に開発途上国では、貧困のため制服や文

具を買うことも学校に通うことも出来ません。ま

た、教育予算の削減から学校が不足し、教科書も行

き渡らず、賃金カットや給与の遅配で教員も不足し

ています。教育は健全な社会生活を送るうえで必要

な知識や技能を身に付け、経済の発展や平和の構築

に大切な分野であるにも係わらず、貧困や紛争、国

の情勢のより十分な教育を受けることができませ

ん。教育には時間が掛かり、すぐには効果が出ない

ため、基本的な人権であるにも拘らず、後回しにさ

れてしまうのです。

ロータリーでは基本的教育と識字率向上のために

様々な活動をしており､これまでにRI識字･計算能力

向上実行グループが提唱し､多くの開発途上国で実

施された｢ライトハウス識字プロジェクト｣ タイの

学校向けに開発された識字率向上プログラム｢語学

力集中研修講座｣､ブラジルサンパウロのロータリー

が実施する、多国籍企業の職場で非識字社員を対象

としたプログラム｢職場での教育｣など識字率を向上

する取り組みが行われています。

日本各地でもグローバル補助金制度を活用した識

字率向上のプログラムを実施しており、世界中の非

識字者を減少するために努力をしています。

ロータリーは世界の地域社会でテクノロジー・教

育研修・職業研修チーム・給食・廉価な教科書を提

供する教育プロジェクトを支援しており、地域社会

が基本的教育と識字率・教育機会における男女の差

・成人の識字教育を自力で改善できるよう、その能

力を高めることを目標としていますが、識字率向上

月間は私たちに何が出来るかを考える良い機会だと

思います。

今日の配布物の中にロータリー世界と日本

とロータリーあなたも新しい風にという冊子

を入れております。新入会員様の勧誘の為の

資料です。

皆様、勧誘の程、宜しくお願い致します。

本日のプログラム

広島市の特色ある教育～｢ひろしま型

カリキュラム｣と｢平和教育｣について

広島市教育委員会 学校教育部

指導第一課長 島筒 篤様

幹事報告

１.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布。

・ロータリーの世界と日本、ロータリーあなた

も新しい風にを配布。

・ガバナー補佐参加のクラブフォーラム･ガバナ

ー参加のクラブ協議会のご案内を配布。

２.例会変更

・広島東南RC 「新会員歓迎例会･懇親会」

と き：9月7日(月)18：30～ ※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

崇徳学園ＩＡＣ募金
・青木 幹丸

・道垣内 文夫

・遠藤 暢彦

・三宅 恭次

・奥芝 隆

・岡本 忠文

・佐藤 恭子

・白井孝司（広島南RC）

合計8,000円



THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA-ASA

☆ ニコニコ箱

￥32,000 累計￥174,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。本日

卓話をしていただきます広島市教育委員会

学校教育部指導第一課長島筒篤様、お話を

楽しみにしております。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます広島市教育委員会指導第

一課長島筒篤様、お話を楽しみにしており

ます。今日は32Fエメラルド。晴れて着ま
した～♪

会員記念日（9月）

☆結婚記念日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（S51.9.5）
早いもので、ついに39年目になりまし
た。孫や子どもに囲まれ、楽しく二人で

過ごしておりますが、波風が立たないよ

うに穏やかに過ごして行きたいと思って

おります。

☆パートナー誕生月おめでとうございます。

・道垣内文夫会員（道垣内聡子様：19日）
・三宅 恭次会員（三宅 文枝様：27日）

☆創業日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員

(㈱兼正冷熱工業 S51.9.1）
お陰様で40期を迎えました。ありがとう
ございます。

☆ 入会月おめでとうございます。

・岡本 忠文会員（2011年9月1日ご入会）
・谷口 泰富会員（2000年9月7日ご入会）
はや15年、皆様のおかげで何とか続いて
おります。ご指導ご鞭撻宜しくお願い致

します。

P.S.上本さんは元気でしょうか。

9月10日(木) 第768回

｢広島駅周辺地区の整備

について」

広島駅周辺地区整備

担当課長

高野 正徳様

広島市では、「活力にあふれにぎわいのあるま

ち」の実現に向けて、広島駅周辺地区を紙屋町・

八丁堀地区と並ぶ都心の東の核に位置付け、広島

の陸の玄関にふさわしいまちへの再生に向けた再

開発や交通結節機能の強化を進めています。

駅南口のB・Cブロックでは、いずれも来年度の

竣工を目指して、店舗やオフィス、マンション等

が入居する再開発ビルの建築工事が進んでいま

す。

また、二葉の里地区では、区画整理による基盤

整備が昨年度末に完了し、医療施設やデータ通信

施設等の建築工事が進んでいます。

こうした大規模開発の進む南口と新幹線口を結

ぶ広島駅自由通路等の整備も進めており、平成29

年度にかけて順次、供用開始する予定です。

さらに、南口広場の再整備等についても、平成

30年代半ばの完成を目指して取組を進めていま

す。

これらの取組により、広島駅周辺は大きく生ま

れ変わることになります。
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お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りして下さい。

本日、卓話をしていただきます広島駅周辺地区

整備担当課長 高野正徳様、

主査の松山大次郎様 宜しくお願い致します。

9月度の基本的教育と識字率の向上月間と一緒

に特別月間として、「ロータリーの友月間」が従

前の雑誌月間やロータリー理解推進月間がなくな

ったことから、日本独自に新設されました。

｢ロータリーの友｣は国際ロータリーの認可を受

け、ロータリー･ワールド･マガジン･プレス(『Ｔ
ＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ』とロータリー地域雑誌

の総称)の一員として発行されているロータリー
の地域雑誌は全世界で31あります。地域雑誌とし

ての『友』は、ロータリアンがロータリー・ライ

フを深めるためにも、またクラブがＲＩと直結し

ているという認識のためにも必要な媒体です。そ

して世界や日本におけるロータリーの状況やロー

タリー活動について日本全国のロータリアンの公

開討論の場として、ロータリアンとしての意見や

経験談、職業上の知識等を掲載して、ロータリア

ン同士が堂々と議論し、交流を図る「広場という

空間」を提供されています。ロータリーを語る

時、ロータリーを思う時、私達の心の中には各人

にとってのロータリーが広がっているはずです。

一人ひとりの読み手の生き方によって読み方が異

なってよいと思います。

なぜ読むのかの答えの一つが、そんなところに

あるように思われます。『友』の編集方針は、

『ロータリー章典』に定められた「ロータリーの

地域雑誌は、ロータリーのあらゆる面にわたって

ロータリーの目的を推進するために存在する」を

遵守し、編集方針を定めています。『ロータリー

の友』は日本のロータリー34地区のロータリーク

ラブ会員のためのロータリー地域雑誌として、Ｒ

Ｉの方針や、全世界のロータリアンならびにロー

タリークラブの活動を国内の会員に紹介して、海

外のロータリー活動に対する興味を高め、国内外

における各種ロータリー情報を掲載することによ

り、ロータリー精神の涵養、ロータリー活動の発

展に寄与することを、発行の目的としています。

2015年9月10日(木）第768回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

創刊は1952年4月の大阪で開かれた第一回準備

会、1952年7月岐阜長良川大竹旅館で開かれた第

二回準備会において、創刊は1953年1月号とする

と決められ、『ロータリーの友』の名前は投票に

よって遠藤健三氏提案の『ロータリーの友』にな

ったそうで、『主婦の友』からヒントを得たと言

われています。発行部数は創刊当時3300部でした

が、2013年7月号では約9万5500部、通巻727号で

年度合計1,156,400部、購読料2億3128万円になっ

ています。隠れたベストセラーです。

本日のプログラム

｢広島駅周辺地区について」

広島駅周辺地区整備担当課長

高野 正徳様

幹事報告

１.BOX配布物

・2015年8月分個人別出席一覧表を配布。

・9月分理事会議事録を配布。

２.回覧

・ロータリーの英語版の申込書を回覧。

☆ ニコニコ箱

￥19,000 累計￥193,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。本日

卓話をしていただきます広島駅周辺地区整

備担当課長高野正徳様、お話を楽しみにし

ております。入会予定者の桂秀夫様ごゆっ

くりしていってください。先日のゴルフに

参加いただきました会員の皆様、大変お疲

れ様でした。二日続けての優勝おめでとう

ございます。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそ。卓話をして下さいます広

島駅周辺地区整備担当課長高野正徳様、話

題のお話を楽しみにしております。ゲスト

→新会員桂様、お待ちしております。本日

は晴天、32Ｆから四国が見えますか？？？

☆ 浮田 収 様

都市整備課長様、本日は宜しくお願いしま

す。皆様へ、阪急桂支店長を宜しくお願い

します。
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9月17日(木) 第769回

「インターアクトについて」

崇徳高等学校

インターアクト会長 多留 陽葉 様

崇徳学園IACが安佐RCより正式にIACとして認証

していただいてから、約三か月となります。私た

ちはこの三か月間で社会福祉協議会が主催するボ

ランティアスクールへの参加や、NPO法人での障

害のある子どもたちとの交流などを通して多くの

人と関わることで様々な経験を積むことができま

した。以前は緊張していた一年生も積極的に活動

に参加したことで、例会で意見を言ったり、自分

で新しい活動の企画書を作成するなど成長してい

ます。また、二年生はRCから提案していただいた

理事会を隔週で例会前日の月曜日に実施すること

で、毎週火曜日に行われる例会をスムーズに進め

られるようにしていきたいと思っています。今後

は、今行っている活動はもちろん、関東・東北水

害に対する継続的な支援活動などを行っていきた

いと思っています。

また､理事会や例会などで部員それぞれの意見

が分からなかったり、部内での連絡がうまくとれ

ていないなどの課題があるため､他校IACとの勉強

会や意見交流会などを開催し､IACやボランティア

についてもっと学んでいきたいと考えています。

これからも崇徳学園IACに対する深いご理解と

ご協力をよろしくお願いします。

☆ ニコニコ箱

☆ 八條 範彦 様

広島の陸の玄関、駅周辺整備と本日の卓話

宜しくお願いします。

☆ 青木 幹丸 様 ￥5,000

先日、安佐ＲＣ残暑払い、ゴルフコンペ参

加の皆様ご苦労様でした。な、なんと、二

日連続でハンディに恵まれ、優勝しまし

た。絶頂期はそのまま享受し、どん底な時

は何となく融通がつく、私の人生そのもの

のダブルリペアでした。

会員記念日（9月）
☆パートナー誕生月おめでとうございます。

・大北 茂人会員（大北 妙子様：12日）

大学1年に知り合って、よくもっている

なと思っています。

☆創業日おめでとうございます。

・大北 茂人会員 (㈱チョーミ S22.9.22）

今年で創業68年目になります。もう少し

頑張ってみようかな！

崇徳高校

インターアクト顧問

鴨谷 祐子 様

崇徳学園ＩＡＣ募金
・三宅 恭次

合計1,000円
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お客様 ようこそ おいで下さいました。ゆっくり

お過ごし下さい。

本日 卓話をしていただきます崇徳中・高校イン

ターアクト会長多留陽葉様、顧問鴨谷祐子様、お話

を楽しみに致しております。

広島陵北ロータリー南條泰様、賀谷俊幸様 よう

こそおいでくださいました。

12日の創立25周年まことにおめでとうございまし

た。記念の講和や記念式典

の準備に早い時期から携われてこられた会員の皆

様、本当にお疲れの事だったと思います。安佐ロー

タリークラブからもご出席いただいた会員の皆様、

お疲れ様でした。私は万歳三唱の中で大失態をしま

いましたが、月曜日に広島陵北ロータリークラブの

川中会長に場を盛り上げていただいてありがとうご

ざいましたとねぎらいのお電話をいただき、救われ

た思いが致しました。私もこのような言葉をかけら

れるようなロータリアンになりたいと思いました。

改めて、反省です。

今日の会長時間は、四つのテストに新しい解釈に

ついて、ロータリーのネットの中で見つけましたの

で、それについて話をしてみたいと思います。

今から80年以上も前の大恐慌の最中、一人のロー

タリアンが4項目からなる簡明な倫理指針を考案し

ました。この指針は、窮地にあった彼の会社を救う

のに役立ち、この指針が表現していた内容や信条は

また、他の多くの人たちに対しても、倫理的羅針盤

を提供することになりました。やがて、国際ロータ

リーによって採用され、広く知れ渡ることになった

この四つのテストは、今日では、ロータリーの基本

理念の一つとなっています。今世紀におけるロータ

リーの最も素晴らしい声明の一つである現行の「四

つのテスト」は東京クラブの本田親男(ほんだちか

お)氏の翻訳によるもので、1954年以来、日本人ロ

ータリアンが座右の銘として親しんだ名訳であるこ

とはロータリアンの皆様によく知っておられる事だ

と思います。

まずはFour way test「四つのテスト」は四通り

の基準ではなく、四つをまとめたものを一つの基準

として、そのすべてをクリアーしなければならない

ことを意味しています。

Is it fair to all concerned? みんなに公平か

fair to all concerned の言葉の翻訳は、fairは

公平ではなく公正と訳します。公平とは平等分配を

意味するので、贈収賄で得たunfair不正なお金で

2015年9月17日(木）第769回

3階「安芸の間」

会長時間

も、平等に分ければよいことになりますので。all

concernedはallだけが訳されていて、concernedは

「商取引」の基準で定めた文章ですから（関わりの

ある人 関係する人）を意味しています。従ってこ

のフレーズは「すべての取引先に対して公正か」と

いうことを意味していると思われます。Will it

build good will and better friendship? 好意と

友情を深めるか good willは単なる好意とか善意

を表す言葉ではなく、商売上の信用とか評判を表す

と共に、店ののれんや取引先を表します。すなわち

その商取引が店の信用を高めると同時に、よりよい

人間関係を築き上げて、取引先を増やすかどうかを

問うもので、「信用を高め、取引先を増やすか」と

訳されると思います。Will it be beneficial to

all concerned? みんなのためになるかどうか、

benefitは「儲け」そのものを表す言葉で商取引に

おいて適正な利潤を追求することとは当然なことで

あり、決して恥ずべきことではありません。ただ

し、売り子だけが儲かった、また買い手だけが儲か

ったのでは公正な取引とは言えません。その商取引

によって、すべての取引先が適正な利潤を得る問題

なのです。「全ての取引先に利益をもたらすか」と

訳されたのがよいと思われます。

色々な考え方がありますが、この解釈を考えて見

ますと、本田さんが翻訳された四つのテストは日本

のロータリアンの宝だと思います。

幹事報告

１.BOX配布物

・新会員候補者通知分(中村様･桂様)を配布。

・休会のお知らせを配布。10月29日(木)
・9月25日（金）14：30からの修道院プレゼント

セレモニーにご参加の方は資料を配布。

２.例会変更

・広島西RC 「職場訪問例会」

10月8日（木）12:30～ (ひろしま美術館）
３.お知らせ

・来週の職場訪問例会は国会議事堂となっており

ます｡お間違えのないようにお願いします｡

本日のプログラム

「インターアクトについて」

崇徳高校

インターアクト会長

多留 陽葉 様

インターアクト顧問

鴨谷 祐子 様
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☆ ニコニコ箱

☆ 賀谷 俊幸 様

（広島陵北RC創立25周年実行委員長）

南條 泰 様

（広島陵北RC創立25周年副実行委員長）

創立25周年記念行事に参加いただきまし

て、今後共に宜しくお願い申し上げます。

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。本日

卓話をしていただきます崇徳高校インター

アクトクラブ会長多留陽葉様、顧問の鴨谷

祐子様、お話を楽しみにしております。広

島陵北RC南條泰様、賀谷俊幸様、ごゆっく

りしていってください。昨日広島安佐北女

性剣士剣道大会の打ち合わせに佐藤先生と

石丸会員と行ってまいりました。来月18日

です。宜しくお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます崇徳高校インターアクト

会長多留陽葉様、お話を楽しみにしており

ます。顧問の鴨谷先生ありがとうございま

す。陵北ロータリークラブ賀谷様、メーク

アップレギュラー昇格の南條様ありがとう

ございます。

☆ 奥芝 隆 様

鴨谷先生、多留部長、インターアクト設立

時、大変お世話になりありがとうございま

した。(アルパークにも募金行きました

よ。)良い出会いに感謝。ありがとう。

￥5,000 累計￥198,000

9月分 ＩＡＣ募金

合計 12,000円

9月28日(木) 第770回

「職場訪問」

国会議事堂
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ただいまご紹介に預かりました広島安佐ロータリークラブ会長の長神です。

本年度の私の会長方針は｢子ども達にプレゼントをしよう！ 奉仕を楽しもう！｣で

す。ロータリーを通じて、私達は地位や身の上にかかわらず、献身と熱意など誰でもが

与える事のできる何かを持っているはずです。そして、これらをプレゼントすること

で、誰かの人生に、そして、世界で真の変化を起こす事が出来ると思っております。

以前からの思いであります未来を築く子供たちに目を向けて、出来るときに出来る事

をするという私の基本に返り、2009年に引き続き、乳児院に紙オムツを寄贈させていた

だきました。それとご要望のあったおもちゃも贈らせていただきました。

少しでもお役に立てればと思い、本年度のロータリー活動の一環とさせていただきま

したので、お納め願えればと存じます。

本日はまことにありがとうございました。

修道院プレゼントセレモニー
贈 呈 式


