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噌歳響愚答錬響靜琴侭誤』侭琴昴学挿評掘裂歸琴歸謬侭響侭碧，‘表ｼ碆病響両琴戸坐

｜ 松居会長挨拶 ’

木日は諸覗報告をさせていただきます。先ず本年l

1120Hに名古屋地区合|司会長枠聯会が開雌され、犬飼

ガバナーのニューリーダーシッププランについてのア

ンケートの結果が発表されました。アンケートlﾉﾘ容は

合同例会によるガバナー公式訪問についてと分区代理

によるクラブ協議会についてでしたが、両方とも70％

に近い箇成が得られ、一応成果があったものと判断さ

れ､次年度のことは次年度のガバナーが決められるが、

この形式が継続されるであろうとのことでした。又会

員増強の現状についても第2760地区は1月151 1現在で

期首より185名塒と、 目隙の500名に対して相当低い状

況の為、各クラブで墹強にﾉ]を入れていただきたいと

いうガバナーからのお願いがありました。当クラブも

上期7名の墹強ができましたが、下期にはもう5名を

と考えております。現在3名は入会予定がありますの

で、残2名出来れば女性会員の増強を考えていますの

でご協力をお願いします。

また2月12日ナゴヤキャッスルにおいて1Mが|淵雌

されますが、 この'嫌名城ローターアクI､クラブにより

｢手作りチャリティーバザー」が行われます。 1点500円

~1000｢'1程度の品です。充_|金は「特別従誰老人ホー

ム藤美苑」に寄附されます。どうぞ当日出I!ifの皆さん

のご協力をお願いします。

最後に千極消防署小川署長さんより過H催良澗防署

署員の表彰に対して~l-亜なる御礼の手紙をいただきま

した。会員の皆様によろしくお伝えくださいとのこと

でした。

囹講演

“ユネスコ・世界寺子屋巡動”

名古躍ユネスコ|ﾒﾙ会哩耶長田川清氏

『ユネスコ・世界寺子屋運動,！とは日本ユネスコ協

会連脱独にIのコー・アクションプログラムで、発腱途

上|玉|の識字活動に一般の民間人が|筋力していこうとい

う連動です。

この迎動の'二|的は発展途_|ﾆﾄ'lillﾉ1で識字問題にとりく

んでいる民|&l団体に、賞金媛助というﾉ|診で協力してい

るものです。これまでに81面' （8年)の支援を行い、

誰演 キャンヘルプタイランドについて'’

南山大学英米科教授ハリーレイ氏

村田晃一氏
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密“我等の生業”

認今月のお誕生日祝福

在田君(2/4)、鷺谷君（2/5)、西川君(2/12)、

釜谷君(2/15)、足立君(2/16)、堀江君(2/16)、

木原君(2/16)、小坂井君(2/18)

題出席報告

会員 69(66)名 出席 47名

出席率 71.21％

前々回 1月27日（修｣E出席率）98.48％

露ビジター紹介 1名

密ゲスト紹介 名古屋ユネスコ協会

理事長田川清氏

団ニコボックスは紙面の都合上、次回褐戦させていた

だきます。
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|鈴木(理)幹事報告’

1． ロータリーの友2月号が来ておりますのでお帰り

にお持ち下さい。

|和田国際奉仕委員長報告’

青少年交換学生の方が3月から大谷先生の所に派過

されてきます。第1回のホスI､ファミリーは大谷先生

の学校の御家族にお願いを致しますが、出来ましたら

千種ロータリークラブのご家庭より2組の方にお願い

をしたいと思っております。お引き受け頂けます方は

事務局までお知らせ下さいますようお願い致します。

囹ポール・ハリス・フェローメダル、ピン授与

松居敬二君にピンが贈られました。
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|’|l 泰年削霊会長テーマ 思いや‘〃の心を＃ 本紙は醗鰯I瀧櫛閥しで|おり'まず。



名占屋ユネスコ協会では1997年12月に愛知県「の全

ロータリークラブ76クラブにアクリル製の苫き損じ

はがき回収箱を贈呈し、例会等の時に受付けの隅に満

かせていただきご協力いただいております。

非識字者のために学習の場(寺子膣)を作るための蜜

金、ならびに学習に|簾して必要となる教材や附品の1職

入費、活動運営などの資金に対する協ﾉJを行ってきま

した。

1989年～1997年までの実絨

42カ国307プロジェクト、合計金額約5億9000

万円、支援した識字教室約5000教室

第8次(1996年）

13力Im1 31団体34プロジェクト 6427万円

霞 ｢ユネスコ．世界寺子屋運動｣はなぜ必要？

発腱途上IRIにはしばしばドの図のような"貧囚"のサイクル

がｲ"1;し、人びとがこのサイクルから抜け出すことがたい

へんI制雌な社会樅造が存在しています。この悪循環を断ち

切る・つの〃法が｢識'F教育｣なのです。
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これらは1 1本ユネスコ

協会連IMIを中心として、

I:1本各地のユネスコ協会

が主に支援活動をしてい

ますが、その他の団体、

IIM人も協力していただい

ております。

例えば、ロ本1塁l巾のl lil

公立小・中学． ,断校・大

学|､l･屈中学・滿校の場合

また、 |:1;lji大学|､l･脇の場

－

ー

、

~

~

~

ぺ

ま

ｏ

Ｊ

ｌ

ｌ

、

、

~

『
一一一一~一

～

〆〆手
／

（ 収入が少ない
、

～~■=－－ －－－

、

、〆

読み書き計算ができない､） (牛涯の墓鍵的姐鍾が不定 ノ

〆

一

一一－－～

〆安定した職業に
、～就けない

一

〆、ノ へ

は各都道府県教育長あてに、 また、朧IM大学|､1･脇の場

合は大学長あてに、 この巡動の|筋力依加文が出ており

ます。また企業、企業の労働糸11合、ロータリークラブ、

ライオンズクラブが協力していただいております。

協力していただく具体的な方法としましては弊金、

苦き槻じはがきの1面1収等でございます。とくに出き欄

じはがきのkll収は現金を錐める弊金活動にくらべて参

加しやすい方法です。これは住所をi1；き間述えてし

まった、汚してしまった、印刷し過ぎてあまってし

まった、占くて使えないなどの理由でポス|､に投函さ

れていない未使用の'薗製はがきのことです。 i1$き欄じ

はがき1枚で買えるものは

ネパールではノート4冊と鉛華4本、 インドでは教

科普4冊、 カンボジアでは鉛筆10本

当き損じはがきについてI-I Iし上げますと、 1996年度

に日本ユネスコ協会連淵ﾘﾄ務励にI1IIいたilfき欄じはが

きは約23万枚で金額にして約1000万I'Iでした。その

他各地のユネスコ協会やRC等が集めて換金してお

くって来る場合も含めますと、苫き掴じはがきによる

募金は金額にして約5000万円でした。 「ユネスコ・世

界寺子屋運動』では1 1，11体に5年|開lの継続支援を原則

とし、その後の運営は各1寸1体が自主巡営することを1 1

標としています。

お知らせ

鴬谷龍男瀦が2/5付、足寸

でシニア会興になられました。

、／

成樹が2/16付

ノ、

例会変更のお知らせ

名古屋錦RC 2/24㈹、 4RC合同例会の為、東急

ホテルにて1811寺～

名,li屋名北RC2/25(水)を4RC合IIjl例会の為、 2/2400

束急ホテルにて18時～

禍古屋守l.I IRC2/26(*)、 4RC合同例会の為、 2/24(jO

束急ホテルにて18時～

名古儲港RC 2/27(金)、ホテルの都合により名鉄

ニューグランドホテルに変更

名古屋北RC 2/27(金)、 4RC合同例会の為、 2/24(k)

東急ホテルにて18時～

名古屋名北RC3/4(和、創立17周年記念夜間例会の為

名古膳東南RC3/5(木)、夜間例会の為、 I4 1鳥セン

チュリーホールにて18時～
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囹次回例会（2月24日）

友愛の円

『どきっ』とする瞬間をあげたい。侭 、
〆

いろいろ、やったり。のびのび、ゆったり。
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株式会社セントラルファッション
〒467-0021名古屋市瑞穂区穂渓通り5-18
CallO52(836)6661FaxO52(836)6667

http.//www.Ujnetsor.Jp/CENTRAL$F-MA/index.lltm
E-Mail:centml@bssnet.or・Jp
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nt聯ハイランドホテル

TEL(0577)75-2111

"0120-610026 確騨ﾊｲﾗﾆﾉﾄﾎ〒l1
岐阜県吉城郡古川町数河80-1
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