
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

３０周年実行委員会担当～卓話 

「天童東ＲＣ創立３０周年・記念式典について」 
※実行委員長・各部会長より発表 

 

分銅実行委員長 

３０年間お世話になりました多くの皆さんに感謝を込めて関

係各位をご招待して会員全員で３０周年を喜びたいとの主

旨で計画を立てました。第一回の実行委 

員会を 6/18 に開催し６回を経て全容が決 

まった、記念式典は 4/26 です 

総務部会長 緑三郎 

案内状の発送が終了しました、約 180 名の参加が決まりまし

た、現在 7 クラブの返事がまだです、来週までには催促をい

たしまして最終決定をしたいと思います 

式典部会長 工藤一夫 代理赤塚宏美 

 当日 26 日実行委員長挨拶、会長式辞、スポンサ-クラブ

会長挨拶、記念事業発表、池田ガバナ-挨拶、天童市町挨

拶、閉会米野副実行委員長 

祝賀会記念コンサ-ト 2F の瑞祥に速やかに移動  

津軽三味線演奏 貢正流正徳会 会主 三山正徳先生 

親睦部会長 村山征彦 5：00  

開会水戸部陽一、会長挨拶、乾杯新関弥一郎、アトラクシ

ョン手にてつないで 

閉会武山茂 親睦委員会は席次第を作る仕事があります 

記念事業部会長 村山与四郎 

1 マロステカ市民青少年親善ﾐｯｼｮﾝﾎ-ﾑｽﾃｲ招聘 
2 バッサ-ノデルグラッパカステリ RC との友好クラブ盟
約締結の調印式親善訪問 

3 タイの子供達に浄水器をｽﾘ-ｵﾝ RC と共にタイの小
学校 20 校 30，000＄地域住民含め 41,500 人に対応

4 舞鶴山公園整備の一貫として、愛宕沼公園駐車場
へ記念植樹目録贈呈 

記念誌部会 武山茂 

 記念式典のパンフレットに挿入する“30 年の歩み”作成が

初仕事、予算以内で出来る限りの記念誌を作成します。準

備スタート開始致しますので協力宜しくお願いします。 

国際部会 野川昌弘  

 来賓決定 スリ-オンクラブから1名 マロステカより会長名

代が出席します 

会計報告 水戸部陽一 

 本予算 3,350,000 締切終了 

副実行委員長 米野幸治 

 大きな感動を味わったことがありますか、みんなで大きな

達成感を味わいますか 

必ず成功すると信じています、美味しい酒を飲みましょう 

副実行委員長 鞍掛彰秀 

 速やかな移動をお願いします、生演奏を行いますと、皆さ

ん大きな感動が味わえると思います 

通算例会 1422回  

本年：33回 

例会日：2015年 03月 18日

例会場：天童ﾎﾃﾙ 

クラブ会報委員長 武山茂 

知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

国際ﾛｰﾀﾘｰ認証番号 1653番 
認証加盟日 1985年 4月 11日 第 2800地区第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 
例会日 毎週水曜 12時 30分~13時 30分 会場：天童ﾎﾃﾙ 

2 0 1 4 - 2 0 1 5  会 長  村 山 光 男  幹 事  古 瀬 正 勝

地区目標 

奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に

会長挨拶  村山光男会長 平成 27 年 03 月 18 日 

皆さんこんにちは。今週末の２１日は「春分の日」ということ

になり、余寒も薄らいできて春の穏やかな気候が続くことを

期待するところでございます。 

先ず最初に本日のビジターの方々を 

ご紹介申し上げます。遠くはモンゴル 

より来ていただいたジャンチブ・ガル 

バドラッハ（通称・ガラ）さんです。 

以前は米山奨学生として山大に留学 

しておりまして、とても優秀な成績を残され母国に帰って日

本式の小中高大までの一貫校を設立され現在はモンゴル

学園理事長を務めております。次の方も同じモンゴル出身

で現在、桜美林大学に留学しているｱｰｷﾞｰさんです。今日

は特別に民族楽器の馬頭琴で演奏してくれます。また、元

会員の水戸部秀一さん（1986－87 年度会長）です。今回、

再入会を希望しておりますので宜しくお願い致します。最後

に第 2800 地区米山奨学会委員長の松村澄男さんです。 

 さて、今月のロータリーは識字率向上月間であります。世

界的な見地にたって考えるなら「識字率運動」ということにな

りましょう。これは、‘貧困や差別などのために教育を受ける

機会を得られなかった人が文字の読み書きを学ぶ，ことの

運動と定義付けられています。 

私たちロータリアンはこの問題につき人道的支援の対象と

して捉えアジア、アフリカ、中南米諸国の発展途上国に対

し学校建設、教師の育成派遣、教材供給などはタイの浄水

器支援と同じようにグローバル補助金制度を活用して可能

な限り先進的な取り組みを展開することもできると池田ガバ

ナーも話されております。 

学ぶことはかつての日本もそうであったように、国の将来

を担う人材の出発点であります。ここで日本における過去の

識字率はどうであったか見たところ、世界を驚かせた日本

人の識字率の高さがありました。時は江戸時代（1867 年）の

幕末期においては武士のほぼ 100％読み書きが出来たそう

です。庶民層でも男子の 50％が出来ていて、他国のイギリ

スでは下層庶民の場合、主都のロンドンでも字の読める子

どもは 10％もいなかったということです。 

同じ江戸時代の 1853 年に黒船を率いたアメリカからやって

来たペリー提督は自分の日記帳に日本について次のような

こと記しておりました。「読み書きが普及していて見聞を得る

ことに非常に熱心である」と評価しておりました。更に日本の

片田舎にまで本屋があることや、日本人は本好きなことで

識字率の高さに驚かされたというのです。ところが時代はと

んで、1945 年アメリカとの戦争に敗れた日本は母国語を失

いかねない危機に見舞われる事件がありました。 

占領下当時の連合軍総司令部（ＧＨＱ）は「日本の漢字は

一部のエリートと大衆の調整弁であり、漢字を持つ特異性

によって情報がコントロールされ民主主義は広がりそうもな

い日本語は全てローマ字にせよと勧告されたのです。 

                      （下記につづく） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

出席報告   伊藤敏明 委員 

本日会員５1 名（義務者 50 名）・出席者４1 名 

・出席率 82.00％ 

※前々回出席率を⇒88.00％に修正致します。 

スマイル  （平成２７年０3 月 18 日例会） 紹介：佐藤栄治 委員 

（歓迎） 

   分銅昭夫  水戸部秀一さんの再入会歓迎します 

   新関弥一郎 水戸部秀一さんをお連れしました 

   瀬野義雄  水戸部秀一さんの入会を歓迎します 

   水戸部陽一 水戸部秀一さんおかえりなさい 

   阿部米位  水戸部秀一さん大歓迎です 

     〃    松村さんご苦労様です 

   新関弥一郎 ジャンジブさん松村さんようこそ 

   佐藤豊   ジンジャブさんモンゴルではお世話様でした。松村さん先日は残念 

   志田泰久  ジンジャブさんようこそ。馬頭琴楽しみです 

 

（その他） 

   村山光男  ３０周年実行委員会の成功を祈って！！ 

   分銅昭夫  ３０周年実行委員会が例会を担当しますのでよろしく 

   半澤清彦  いちばん下の娘が公立高校に合格しました 

   後藤重雄  結婚記念日の花が届き有難うございました。４０回目です 

   永山和敏  ３月３１日で６０歳になります。還暦祝いは昨年済ませました 

   緑三郎   昨日今シーズン初めてのゴルフをしました。まだまだ大丈夫 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

1、 三クラブ合同例会(観桜会)の案内が 
届いております。今回は東根中央 
ロータリークラブが担当です。詳し 
くは、親睦･スマイル委員会より説明 
があると思います。 

2、 4 月 8 日の通常例会は、天童ﾎﾃﾙ工事の為アンジェリー
ナで行います。皆様、間違わないように宜しくお願い致し

ます。 

委員会・各報告 H２７年０3 月 18 日 
＊親睦･スマイル委員会  村山征彦委員長 

  ３ｸﾗﾌﾞ合同例会の案内です。今回は東根中央RC の担当

で H27 年 4 月 13 日 午後６：00 登録、６：30 開始です。 

  場所はさくらんぼ東根温泉“たびやかた嵐湯”詳しくは FAX 

で流しますので参加宜しくお願いします。  

その他の出来事     
＊ジャンチブ・ガルバドラッパ氏が、現在桜美林大学に

留学している、ｱｰｷﾞｰさんと共に我がクラブを訪問してく

ださいました。ジャンチブ氏よりご挨拶を頂きました。現

在、新モンゴル高校の校長と理事長を務めております。

日本のﾛｰﾀﾘｰが作ってくれた高校で今年 15 周年を迎

えました。1400 名の卒業生を出し、そのうち 400 人が海

外留学、その中の280人が日本留学です。ジャンチブ氏

自身も日本に留学したのが、今の自分を創ったと言って

おられました。一つの国がこんなに発展しているのに驚

き、その秘密は教育の高さにあると思ったそうです。 

 その後、ｱｰｷﾞｰさんより“馬頭琴”の演奏をして頂きまし

て、生演奏を皆で楽しみました。 
 

  （上記よりつづく）        

 また、悪いことに大手新聞社の朝日、毎日、読売までもが

ローマ字化推進者を唱えて「漢字を廃止してローマ字に」と

提唱したのであります。ローマ字のアルファベットは２６文字

あるのに対し、日本の常用漢字といわれるものだけでも約２

千字あります。このことを考えれば創造はつきます。 

しかし終戦３年後（昭和２３年）ＧＨＱの最高司令官ダグラ

ス・マッカーサーの要請でＣＩＥ（民間情報教育局）は日本

人の識字率の調査を実行したのであります。結果は驚くな

かれ日本人は 97.9％という高い識字率を誇っていることが

証明されたことにより、日本語のローマ字化の企みは潰され

てしまい母国語の存続を守ったとこになります。当初、ＧＨ

Ｑはローマ表記が識字率を高め民主主義を増進出来るも

のとまとまった考えがあったようです。 


