
               2016-2017   

苅田ロータリークラブ週報 

2016 年 9 月 8 日 

週報第 1 6 7 2 号 
 

会報雑誌委員会 

委員長：渡邊 剛 

木部義憲、別府吉範、原公克 

 

＜創 立＞ 昭和 51年 6月 28日 

   ＜例 会＞ 毎週木曜日 12：30～ パンジープラザ TEL 093-434-3641 

＜事務局＞ 苅田町京町 2-3-1 TEL 093-434-1488 FAX 093-434-6543 

e-mail kanda-rc@f4.dion.ne.jp 
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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

例会予定 

9月 15日（木） 観月会（夜間移動例会） 

          松田邸  18：30～ 

9月 22日（祭） 休会 

9月 29日（木） 外来卓話（社会福祉協議会）駐車場× 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

9月 8日（木） 親睦活動委員会炉辺会合 三原文化 

         社会奉仕委員会炉辺会合  〃 

9月 21日（水） 9月度理事会 三原文化会館 

9月 24日（土） 第 1回地区ロータリー研修会 

10月 30日（日） 社会福祉協議会主催 ゴルフ 

11月 5日（土） 地区社会奉仕委員会セミナー 

■ＩＡＣ  

9月 15日（木）   例会 16：30～ 

 

 本日のプログラム <第 1920回例会> 

   ロータリー情報委員長 杉坂正徳 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1919回 例会記録 ＜2016年 9月 1日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

識字率向上月間について 

9 月は「 基本的教育と識字率向上月間･ﾛｰﾀﾘｰの

友月間」であります。 

ロータリーの友については、また別の機会にという

ことで、本日はその前段の「基本的教育と識字率向上」

について少しのお時間をいただきます。 

RIは1986 年(昭和61 年)世界運動として識字率向

上を重要課題に採択し9 月度を強調月間としていま

す。また、R財団の6つの重点分野の中にも「識字率の

向上」が明記されています。この運動はユネスコ協会

と連携して行っています。 

日本の識字率は、数百年に亘って世界一を誇ると

いわれています。江戸の幕末期においては武士はほ

ぼ100%読み書きができ、庶民層でも男子で約半分は

読み書きができたと言われています。 

現在の世界の人口は、約73 億2.500 万人ですが

増え続けています。しかし世界では、7,500 万人の子

どもたちが学校に通えず現在成人の5 人に1 人にあ

たる7億7,600 万人の人々は読み書きができないと言

われておりその3 分の2 は女性です。読み書きがで

きないと、意思や要求を書面で伝えられず社会的な

権利が大幅に制約されます。 

本人ばかりでなく国や地域の発展にとっても不利益

になります。ｱﾌﾘｶの国々は全体的に識字率が低く約

30%、ｱｼﾞｱを見てもｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ28%とても低くなっていま

す。ｱｼﾞｱ全体でも約60%です。IT 産業の発展著しい

ｲﾝﾄﾞでさえ、66.0%です。 

2010年の調査では日本は、99％で世界23位、1位

はキューバで99.9％だったそうです。 

文字が読めない理由は、国により授業料が無料で

はない国が多くあります。貧困家庭の子どもたちや孤

児は学費を払えず、学用品を買うお金がない、家計を

助けるために働かなくてはならない。また、「学校に通

わせる意味がない」と親が考え通わせないｹｰｽもあり

ます。 

近くに学校がないから交通手段が発達していない

地域でもっとも近い学校が何十ｷﾛも離れている雨季

に道路が冠水し通学そのものが困難な状況も多々あ

ります。 

｢女の子は学校に通う必要がない｣といわれる一部

の途上国では、男の子の教育にお金を使う傾向があ

ります。女子は学校へ通えたとしても学校で性的嫌が

らせを受ける、女子用ﾄｲﾚがない、早すぎる結婚、女

性教員が少ない、などの理由で学校へ通わなくなっ

てしまう。先生の人数が足りないから教員の多くは一

般的な公務員より安い賃金で働き病欠中の賃金や年

金などの保証もないため教員の無断欠勤や人数の減

少がおきています。 

世界では、日本のように単一言語を話す単一民族の

国ばかりではありません。家で話す言葉と学校で教わ

る言葉が違うことも多々あり、少数民族が通う場所へ

の学校建設を後回しにする国もあります。少数民族の

言語での授業を認めない現地語を理解する教師が不

足している勉強についていけない生徒は自然と学校

から離れて行く現状があります。 

ロータリーは、世界の地域社会で、テクノロジー、教員

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。 

幹事報告    幹事  高城 直紀 

・先週のガバナー公式訪問のお疲れ様でした。ガバ

ナーから感謝状が届いています。 

・9月 8日 親睦活動委員会の炉辺会合が 18：30から

三原文化会館で開催します。 

委員会報告    

出席委員会委員  松田 博文 

会員数 32名  出席者 26名    

メークアップ １名  出席率 84％ 

メークアップ  

 9月 3日  Ｒ財団補助金セミナー 矢野強Ｒ 



 

丸山 謙一 

☆震建築設計の主要団体 

☆震度７で建物大丈夫 

☆地震と建築基準法 

☆建築工法あれこれ 

☆熊本地震の被害状況 

 

 

 

 

 

☆設計関係の主要な団体  

建築士事務所協会 

公共の福祉の増進に寄与する建築文化の健全

な発展に資するため、建築士事務所の融和と協

力によって、建築設計監理業務の品位向上に努

める 

建築家協会 

建築家の職能理念に基づいた基準を尊守する

ことにより公益を保護し建築家の資質の向上及

びその業務の進歩改善をはかる 

建築士会 

「建築士法」で定められた建築士を会員とす

る団体です。建築の社会的責任を果たし、建築

文化の発展を図り、地域社会に貢献することを

使命としています。 

建築学会 

建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達を

はかることを目的とする学術団体です。会員の

所属は研究教育機関、総合建設業、設計事務所

をはじめ、官公庁、公社公団、建築材料・機器

メーカー、コンサルタント、学生など多岐にわ

たっている。 

☆震度７で建物は大丈夫！？ 

 

震度１ 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる

人がいる。 

震度２ 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。 

震度３ 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。 

震度４ ・ほとんどの人が驚く。 

・電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。 

・座りの悪い置物が、倒れることがある。 

震度 5弱 ・大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 

・棚にある食器類や本が落ちることがある。 

・固定していない家具が移動することがあり、不安定なもの

は倒れることがある。 

震度 5強 

 

・物につかまらないと歩くことが難しい 

・棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。 

・固定してない家具が倒れることがある。 

・補強されていないブロック塀が崩れることがある。 

震度 6弱 

 

・立っていることが困難になる。 

・固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。

ドアが開かなくなることがある。 

・壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。 

・耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いた

りすることがある倒れるものもある。 

震度 6強 

 

・這わないと動くことが出来ない。飛ばされることもある。 

・固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多

くなる。 

・耐震性の低い木造建物は、傾くものや倒れるものが多くな

る。 

・大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体の崩壊が

発生することがある。 

震度７ 

 

・耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさら

に多くなる。 

・耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。 

・耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるもの

が多くなる。 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  丸山先生、有難うございました。建築士だったんだ(笑) 

高城 直紀  丸山さん、急な卓話変更を快く受けて頂き有難うございます。 

竹部 武男  写真を戴きました。有難うございます。 

高橋 功吉  8月 27日 24時間ＴＶ募金有難うございます。 

屏  正隆  丸山Ｒ卓話、有難うございました。 

片岡 孝市  誕生日祝い有難うございます。 

壁屋 好惠  ＩＡＣの皆様、24時間チャリティ募金、お疲れ様でした。 

鈴木 公利  出光の同期入社の会に出席しました。32年振りに会う同期もいましたが、時の隔たりを

感じない交友を深められました。 

別府 吉範  バースデープレゼント有難うございます。 

丸山 謙一  卓話させて頂きました。 

 

集計 14,000円       累計 191,000円   

         

 

 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

 4）みんなのためになるかどうか  
 

近隣クラブ例会変更 

 

行 橋 みやこＲＣ  9月 28日→移動例会 行橋ＥＭプール                

豊 前 西 Ｒ Ｃ  9月 30日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  9月 13日→15日 夜間例会「月見例会」 

             9月 27日→「公式訪問クラブ協議会」 

豊   前  Ｒ Ｃ  9月 15日→夜間例会「観月会」 

             9月 22日→休会 

田  川  Ｒ Ｃ  9月 14日→富田ガバナー公式訪問 

                       夜間例会 

             9月 28日→芸術文化体験事業 

 

第 42回 ロータリー第一グループゴルフコンペ 

期日：平成 28年 9月 18日（日曜日） 

場所：西日本カントリークラブ 

 

 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティッシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

米山功労賞 18回 壁屋好惠Ｒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 お誕生日おめでとうございます。 

         片岡孝市Ｒ   別府吉範Ｒ 

 

 

 

 

 

 

  


