
　基本的教育・識字が重視される理由

　　 すべての女性が初等教育を修了すれば、妊婦

　　 の死亡率は66％減少する。

　　 読み書きのできる母親を持つ子どもは、読み

　　 書きのできない母親の子と比べて、５歳以上

　　 まで生き延びる確率が50％高い。

　　 低所得国で全生徒が読み書きを習得した場

　　 合、１億7，100万人が貧困から抜け出すこと

　　 ができる。これは全世界の貧困の12％に相当

　　 する。

　世界的に、教育・識字の分野では進展が見られ

ています。2014年国連ミレニアム開発目標の報

告書によると、成人と青少年の識字率が上がって 

おり、男女差も縮まっています。しかし、まだ多

くの面で課題が残されています。

　　 世界で5，800万人の子どもが学校に通ってい

　　 ない。

　　 ４年間の初等教育を受けた後も読み書きので

　　 きない子どもが２億5，000万人いる。

　　 ７億8，100万人の成人が読み書きできない。

　　　　　　　　　　９月は基本的教育と識字率

　　　　　　　　　向上月間です。

　　　　　　　　　　本日は、RIで提唱されてい

　　　　　　　　　るプロジェクト戦略をお話し

　　　　　　　　　します。

　　　　　　　　　

「基本的教育と識字率向上」とは？

　世界には子どもたちが基本的な教育を受けられ

ず、成人が十分に読み書きできない国や地域があ

ります。そうした地域で基本的教育を提供し、識

字率を上げれば、そのほかの諸問題の解決（貧困の

削減、健康状態の改善、地域社会と経済の発展、平

和構築など）の糸口をつかむことができます。「基本

的教育と識字率向上」は、ロータリーの６つの重

点分野の一つとなっています。
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世界各地のロータリークラブは、基本的教育の提

供と識字率の向上をめざす活動に取り組んでいま

す。プロジェクトの実施地によってさまざまに事情

が異なることを踏まえ、この手引きでは、事前に調

査すべき点やリソースを最大限に活用する方法が

紹介されています。

検索しぜひお読みください。



低所得国の子どもたちが基本的な読む力を身につ

ければ、１億7，100万人が貧困から抜け出せると

推定されています。これは世界の貧困の12パーセ

ントに相当します。

教材の提供

　教材は学習促進に効果がありますが、多くの学

校では教材が不足しています。エチオピアでの研究

によると、教科書があった場合、子どもたちの朗読

力が格段に向上することがわかっています（１分

につき9.6単語増加）。教材だけでは質の高い教育

は実現しませんが、学習効果を高めるには教材の

使用が必要です。

　（「基本的教育と識字率向上プロジェクト戦略」より抜粋）

　2013年７月12日、国連本部でのマララ・ユサ

フザイさんのスピーチをご紹介します。

　「私は2012年10月９日、左の側頭部をタリバ

ン兵に撃たれました。友達も撃たれました。彼ら

は銃弾で私たちを黙らせようと考えたのです。し

かし、そうはいきませんでした。その時、沈黙の

中から数千の声が上がったのです。テロリストた

ちは私たちの目的を変えさせ、私の意志をくじこ

うとしたのですが、私の人生で変わったことはひ

とつだけでした。それは、弱さや恐怖、絶望が死

に絶え、その代わりに強さと力、勇気が生まれた

ということです。私は今までと同じマララです。

私の意志も変わっていません。私の希望も、夢も

そのままです。私は誰も敵だとは思っていませ

ん。ましてや、タリバンその他のテロ集団に対す

る個人的な復讐心もありません。私はあらゆる子

どもの教育を受ける権利を訴えているのです。タ

リバンやすべてのテロリスト、過激派の子どもた

ちにも教育を受けてほしいと思っています。私を

撃ったタリバン兵さえ憎んでいません。銃を持つ

私の目前に彼が立っていたとしても、私は撃たな

いでしょう。それこそ私が慈悲深い預言者マホメッ

ト、イエス・キリスト、そしてお釈迦様から学ん

だ思いやりの心です。そしてそれこそ、私が父と

母から学んだ寛容の心です。私の魂からも「平和

を愛し、万人を愛しなさい」という声が聞こえて

きます。

　「ペンは剣よりも強し」ということわざは本当

地域社会のニーズを調べる

　プロジェクトを始める前に、まず地域社会の「ニー

ズ」（何が必要か）と「リソース」（何を地元で調

達できるか）を確認することが大切です。これを

調べるために、地元の人と協力して、徹底した地

域調査を行いましょう。調査の段階から地元の人

と協力すれば、適切なニーズが見つけられるだけ

でなく、地元の支持やサポートを得た上で、持続

可能性の高いプロジェクトを実施できます。調査

方法については、ロータリーの出版物「地域調査

の方法」をご参照ください。

地域社会のニーズに応える

　基本的教育・識字のニーズがある場合、その多

くは以下いずれかのカテゴリーに当てはまるはず

です。

　　● 成人の識字教育が必要

　　● 子どもたちが学校に通えるよう支援が必要

　　● 教育効果を高める支援が必要

　　● 教材が必要

成人の識字教育

　日本人にとって読み書きは呼吸と同じくらい自

然な行為に思えても、世界には教育の機会に恵ま

れない人びとが大勢います。こうした人びとは、

仕事を得るために履歴書を書いたり、子どもの通

信簿を読んだり、処方薬の説明書を読んだりする

ことができません。

学校に通っていない子ども

　1990年以来、学校に通っていない子どもの数

は全世界で１億200万人から5，800万人に半減し

ました。しかし、近年はあまり進展がみられず、

2011年に小学校へ入学した１億3，700万人のう

ち、3，400万人（約25パーセント）は中退の可能

性が高いといわれています。子どもたちが学校に

通えない主な理由は、貧困、性差別、遠距離通学

です。

教育効果を高める

　読む力はあらゆる学習の基礎となります。しか

し、サハラ以南アフリカ諸国では５年間教育を受

けても生徒の40パーセントが読み書きできません。
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でした。過激派が昔も今も恐れているのは、本と

ペンです。教育の力は彼らにとって脅威なのです。

彼らは女性も恐れています。女性の声が持つ力が

恐怖なのです。だからこそ彼らは最近、クエッタ

の攻撃で罪のない学生を14人も殺したのです。だ

からこそ彼らは、カイバル・パクトゥンクワ州で

多くの女性教師とポリオ撲滅の活動家を殺したの

です。彼らが日ごとに学校を爆破しているのも同

じ理由です。それは彼らが昔も今も、変化を恐れ、

私たちが社会に持ち込む平等を恐れているからで

す。ジャーナリストが私の学校の男の子に「タリ

バンはなぜ教育に反対しているのか」と尋ねたこ

とがありました。男の子の答えは単刀直入でした。

本を指さして「タリバン兵はこの本に何が書いて

あるか知らないからだ」と言ったのです。私たち

は世界の指導者たちに、どのような和平協定も女

性と子どもの権利を守るものとせねばならないと

訴えます。女性の権利に反する取決めを受け入れる

ことはできないからです。私たちはすべての政府

に対し、全世界であらゆる子どもに無償の義務教

育を与えるよう呼びかけます。私たちはすべての

政府に対し、テロや暴力と闘い、残虐行為や危害

から子どもたちを守るよう呼びかけます。私たち

は先進国に対し、開発途上地域の女児の教育機会

拡大を支援するよう呼びかけます。私たちはすべ

てのコミュニティに対し、寛容の心でカースト、

信条、宗派、人種、宗教、ジェンダーによる偏見

を拒絶するよう呼びかけます。それはまた、女性

の自由と平等を確保し、豊かな暮らしを送れるよ

うにすることでもあります。半数の人間が抑圧さ

れている世の中が、うまくいくはずなどないから

です。

　親愛なる兄弟姉妹の皆さん、私たちはあらゆる

子どもの輝ける未来のために、学校と教育を求め

ます。私たちは平和と教育を目指す旅を続けてゆ

きます。誰も私たちを止めることはできません。

私たちは自らの権利を求めて声を上げ、その声を

通じて変化をもたらします。私たちは言葉の力と

強さを信じています。私たちの言葉で世界を変え

ることができます。私たちはともに、団結して教

育を求めているからです。その目的を達成するた

めに、知識という武器を装備し、連帯と団結とい

う盾で身を守ってゆこうではありませんか。

　親愛なる兄弟姉妹の皆さん、何百万もの人が貧

困、不正、無知に苦しんでいることを忘れてはな

りません。何百万もの子どもたちが学校に通えて

いない現実を忘れてはなりません。私たちの兄弟

姉妹が、明るく平和な未来を待ち望んでいること

を忘れてはならないのです。ですから、本とペン

を手に取り、全世界の無学、貧困、テロに立ち向

かいましょう。それこそ私たちにとって最も強力

な武器だからです。１人の子ども、１人の教師、

１冊の本、そして１本のペンが、世界を変えられ

るのです。教育以外に解決策はありません。教育

こそ最優先です」と述べられました。識字率向上

が世界平和に貢献するのです。

　しかし、アフガニスタンはまたタリバンの支配

下となりました。マララさんはTwitterで「私た

ちは反政府武装勢力タリバンがアフガニスタンを

支配するのを大きな衝撃を持ってみている。女性

やマイノリティー、人権を援護する人たちのこと

がとても心配だ」と。

　アフガニスタンのイスラム原理主義組織タリバ

ンが全土を掌握し、今後の人権に懸念がもたれて

います。女性の人権、子どもの教育などが改善さ

れるかが今後、注目されています。
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９月２日㈭はWeb（Zoom）例会でした。



　 川妻君

　 　７月の社名変更に続き、新しいCMの話題が

　 経済レポート2846号に掲載されておりました。

　 　広島でがんばっているイラストレーター、声

　 優さんを起用し「広島の若い人が地元で活躍で

　 きる場を提供する」という責任を強く示しておら

　 れます。ひろしま管財㈱のHPをご覧ください。

　 　ひろしま管財㈱の益々のご発展を祈念しスマ

　 イルボックスへご招待します。

　 広島ゴルフ倶楽部の会員の皆様

　 荒川君、福田君、長谷川（行）君、原君、井原

　 君、金本君、香川（基）君、木村君、小橋君、

　 梶本君、木本君、北村君、川村君、松岡（幹）

　 君、村上（智）君、村上（健）君、中村（哲）君、

　 新本君、西原君、中村（光）君、尾形君、大谷

　 君、斉藤君、鈴木君、宍戸君、隅田君、田中

　 君、田島君、上田君、上野（彰）君、山木君、

　 𠮷田（大）君、柳原君　計33名

　 　８月26日、郷原カントリークラブにて開催

　 されました「第50回中国インタークラブ ゴル

　 フ競技広島県西部地区予選大会」にて、当クラ

　 ブの宍戸君が広島ゴルフ倶楽部の選手として

　 参画し、見事チーム優勝を獲得されました。10

　 月14日には宇部72CC万年池Cにて決勝大会が

　 開催される予定です。

　 　宍戸君の活躍を祝し、広島ゴルフ倶楽部の

　 会員様一同をスマイルボックスへご招待いた

　 します。

　 例会終了後、９月定例理事会を開催いたしま

　 す。

　 ９月２日㈭現在　会員数86名（女性３名）

　  例会場出席12名　Zoom参加42名

　　　　　　　職業奉仕部門　田原 真一郎 理事

職場訪問例会のご案内

　　本年度は今年５月にリニューアルオープンし、

　当会員企業でもありますひろぎんHDの本社ビ

　ルを見学いたします。１階にカフェや雑貨店を

　設け、銀行に用事がない人も入りやすくして街

　のにぎわいづくりに貢献する新しい形態のビル

　です。他にもさまざまな先進的な取り組みを行っ

　ている企業の見学ということで「新しい風」を

　感じていただける内容になっています。ぜひご

　出席くださいますようご案内申し上げます。

　■ 日時／10月14日㈭　12：30〜14：00

　　 12：00〜　　　　 現地集合−ひろぎんHD

　　　　　　　   　　　  本社ビル４F

　　 12：00〜12：30　開場・食事

　　 12：30〜12：45　広島西RC例会

　　 12：45〜13：00　ひろぎんHD概要説明

　　 13：00〜14：00　内覧会（４グループ）

　　 14：00〜　　　　  終了次第順次解散

　■ 場所／ひろぎんHD本社ビル４F

　　 広島市中区紙屋町１丁目３番８号

　　 ※ひろぎんHDの駐車場はご利用できません

　　 　のでご注意ください。

　※ご回答は、準備の都合上９月24日㈮までに

　　お願いします。
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例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

会員記念日

田島君　　　　　田原君　　　香川（基）君

吉田（浩）君　　　熊本君　　　　

（５名）

９月お誕生日おめでとうございます。祝祝

スマイルボックス SAA 前橋副会長 代読

職業奉仕委員会　　　

会務報告

プログラム・出席委員会

委員会報告


