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月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは同年以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

イマジン ロータリー
２０２２‐２３年度国際ロータリー・テーマ

会　　　　　長

副　　会　　長

副　　会　　長

幹　　　　　事

会　　　　　計

Ｓ　　Ａ　　Ａ

広報・クラブ会報委員長

広報・クラブ会報副委員長

広報・クラブ会報委員

RI2500地区
帯広南ロータリークラブ

創立平成2年4月23日

岩 原  道 直

和 田  信 仁

佐々木信弘

松 田  英 明

水戸部公平

佐藤みゆき

所 　  紀 夫

明 口  隆 光

渡 辺  　 聡

会長方針 ロータリーを学び、仲間を増やそう

Weekly Report

ホームページ

◆四つのテスト◆

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
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基本的教育を識字率向上月間
ロータリーの友月間

■帯広5RCクラブ出席率 　6月
帯　広ＲＣ
帯広北ＲＣ
帯広南ＲＣ

 66.2％
 91.7％
 78.9％

帯広東ＲＣ
帯広西ＲＣ

■2500地区2022年　6月
　平均出席率      76.2％

■出席状況報告
　6月平均出席率　　78.9％

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル東館3F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com

■ニコニコ献金
　7月4日 　           円　　累計             円

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　会長　岩原 道直

　先週の会長挨拶のなかで9月の「基本的教育と識
字率向上月間」をご紹介するなかで私も勉強不足で
という言葉を使ってしまいました。
勉強不足というのは、会長として不甲斐ないので、
少しだけ勉強してきましたのでご紹介いたします。
識字率とは英語では、リテラシーというそうですが、もともと
書かれた言葉を正しく読み書きできるカを意味していました。
しかし、今では文章に限らずマークや記号、これをに理解する
力も含むようになっています。東京2020オリンピック開会式
で注目されたピタトグラム（絵文字）をどれだけ理解できたで
しょうか。識字率（リテラシー）を高めることこそが基本的教
育、私たちの世界・地域をよりよくするための鍵だとされてい
ます。そんな中、東京王子RCでは昨年SDGsをテーマにした
子供向けの絵本を作ったそうです。SDGsとは2015年国際サ
ミットで採択され、現代社会の課題である貧困、飢餓、環境、
人権問題などあらゆる問題の解決に取り覿む持続可能な17の
開発目標です。最近にはよく耳にするようになりましたが、こ
のSDGsをテーマにした「もったいない」の意味とか「水のた
いせつさ」などの内容の絵本を創立60周年記念事業として　
5000冊制作し、クラブの所在地域である東京都北区内の幼稚
園、保育園に配布したそうです。
　　　また、岡山南RCでは「ヘルプマーク」の普及に取り組
　　　でいるそうです。
　　　ヘルプマークとは、東京都が考案したもので、義足や人

武田　啓司会員：新築祝いありがとう
　　　　　　　　ございます。
水戸部公平会員：本社工場新築祝い
　　　　　　　　ありがとうございま
　　　　　　　　した。これからも十
　　　　　　　　勝・帯広の皆様にお
　　　　　　　　菓子で幸せになって頂
　　　　　　　　けるよう努力してまいります。
岩城　茂樹会員：先日はお祝いありがとうござい
　　　　　　　　ます。ドロンしない用に頑張り
　　　　　　　　ます。
　　　　　　　　　　　　続きは次回掲載します

■ニコニコ献金　　　　　大原礼孝会員

■会務報告　　　　　　松田英明　幹事

 100％
 65.7％

■プログラム　

（１）帯広南ＲＣ、9月19日（月）の
　　　例会は祝日のため休会と致します

西保　剛　会員増強プロジェクト委員長
　新会員紹介の提出期限が9月末となっ
ていますが、随時受付ております。
皆様ご協力宜しくお願いします。

小森豊弘　社会奉仕委員長
　９月26日の友好の森整備ですが、例
会メモに地図を付けました。場所のわ
からない方は諸先輩たちと来て頂けれ
ばと思います。長靴、軍手、汚れても
いい服装で宜しくお願いします

明口隆光　広報・クラブ会報副委員長
三つのお願い
・例会欠席の連絡を・・・
・研修会でグループで日時・場所が
　決定したら事務所へ連絡を・・
・17年前に作りました会計マニアル
　をさがしています

皆様こんにちは
先週の会長挨拶のなかで 9月の「基本的教育と識字率向上月間」をご紹介する
なかで私も勉強不足でという言葉を使ってしまいました。
勉強不足というのは、会長として不甲斐ないので、少しだけ勉強してきましたのでご紹介いたします。
識字率とは英語では、リテラシーというそうですが、もともと善かれた言葉を正
しく読み書きできるカを意味していました。
しかし、今では文章に限らずマークや記号、これを
に理解する力も含むようにな
っています。東京 2020 オリンピック開会式で注目されたピタトグラム（絵文字）
をどれだけ理解できたでしょうか。
識字率（リテラシー）を高めることこそが基本的教育、私たちの世界・地域をよ
りよくするための鍵だとされています。
そんな中、東京王子RCでは昨年 SDGs をテーマにした子供向けの絵本を作
ったそうです。SDGs とは 2015 年国際サミットで採択され、現代社会の課題
である貧困、飢餓、環境、人権問題などあらゆる問題の解決に取り覿む持続可能
な 17 の開発目標です。
最近にはよく耳にするようになりましたが、この SDGs をテーマにした「もっ
たいない」の意味とか「水のたいせつさ」などの内容の絵本を創立 60 周年記念

事業として 5000 冊制作し、クラブの所在地域である東京都北区内の幼稚園、保
育園に配布したそうです。

また、岡山南RCでは「ヘルプマーク」の普及に取り覿んでいるそうです。
ヘルプマークとは、東京都が考案したもので、義足や人工関節を使用している
人、体の内部に障害のある人や難病の人、また妊娠初期の人など、外見からわか
らなくても、援助や配慮を必要としている人がこのマークを着けていれば周囲
の人々に配慮を必要としていることを知らせる事ができるマークです。
しかし、まだまだ「それ何？」という認識にとどまっているそうです。
そこで岡山南RCではこのマークの認識も高まるようロータリーの公式ロゴ
とクラブの名前を入れたステッカーとポスターを作製し、岡山市内に配布した
そうです。
このマークを着けていても、周りの人たちがその意味を理解していなければ、せ
っかくのヘルプマークも意をなしません。社会での認識を高める事が必要です。
さて、ここで配慮を必要とする人のために作られたいくつかのマークをご紹介い
たします。
以上配慮を必要とする人のためのマークを紹介させていただきましたが、識字率、リテラシーがあるかないかで世界は全く変わってきます。
岡山南RCが危惧したようにリテラシーが不足し、ヘルプマークの意味が理解
できない世界では、地域社会でのコミュニケーションが限定されてしまいます。
説明書きを無視して薬を使えば命を失うこともあります。
契約書をよく読まないまま結べば、悲惨な労働環境に投げ込まれる事もあると
思います。
そして東京王子RCが子供たちに絵本を配布したような基本的教育こそがリテ
ラシー、識字率の向上につながると考えます。
以上簡単ですが、各地で取り組んでいる基本的教育と識字率向上のお話をさせ
ていただきました。
最後になりましたが、会員増強プロショットの働きまで、また一人二人、増強の
お話がきております。
皆様のより一層のご協力をお願い致します。
以上で挨拶をおわります。ありがとうございました。

工関節を使用している人、体の内部に障害
のある人や難病の人、また妊娠初期の人な
ど、外見からわからなくても、援助や配慮
を必要としている人がこのマークを着けて
いれば周囲の人々に配慮を必要としている
ことを知らせる事ができるマークです。
しかし、まだまだ「それ何？」という認識
にとどまっているそうです。
そこで岡山南RCではこのマークの認識も
高まるようロータリーの公式ロゴとクラブ
の名前を入れたステッカーとポスターを作
製し、岡山市内に配布したそうです。
このマークを着けていても、周りの人たち
がその意味を理解していなければ、せっか
くのヘルプマークも意をなしません。社会
での認識を高める事が必要です。
さて、ここで配慮を必要とする人のために
作られたいくつかのマークをご紹介いたし
ます。
　　「障がい者のための国際シンボルマーク」
　　障がい者が利用できる建物、施設であ
ることを明確に表すための世界共通のシン
ボルマークこのマークは「全ての障がい者
を対象」とし特に車椅子を限定したもので
はありません
　　「盲人のための国際シンボルマーク」
　　世界盲人連合で、1984 年に制定され
視覚障がい者のための世界共通マーク視覚
障がい者の安全やバリアリーフに考慮され
た建物、設備機器などに付けられています。
　　「身体障がい者マーク」
　　肢体不自由である事を理由に免許に条
件付されている方が運転する車に表示する
マーク　このマークを付けた車に幅寄せ割
り込みをした場合道路交通法の規定により
罰せられます。
　　「聴覚障がい者マーク」
　　聴覚障がいである事を理由に免許に条
件付きされている方が運転する車に表示す
るマーク　これもマークを付けた車に妨害
行為を行った場合は罰せられます。
　　「オストメイト用設備」
　　オストメイトとはがんなどで人工肛門
人工膀胱を造股して排泄機能に障害のある
障がい者のことです　このマークはオスト
メイトの設備（オストメイト対応トイレ）
があること　また着けた人がオストメイト
である事を表している。
　　「白杖 SOS シグナル」
　　白杖を頭上 50 ㎝ほど揚げ SOS のシグ
ナルを示している　視覚に障害のある人を
見かけたら進んで支援しようマークです
　　「耳マーク」
　　聞こえが不自由なことを表すと同時に
聞こえない人、聞こえずらい人への配慮を
表すマーク　このマークを提示された場合
は相手が「聞こえない、聞こえにくい」事

　　

■委員会報告

を理解しコミニュケーションの方法などへ
の配慮をする必要がある
　　「ほじょ犬マーク」
　　「身体障がい者補助犬法」の啓発のため
のマーク　身体障がい者補助犬とは盲導犬
介助犬、聴導犬のこと　「身体障がい者補助
犬法」により公共施設や交通機関、店舗、
ホテル、レストランなどの民間施設は障害
のある人が「ほじょ犬」を同伴するのを受
け入れる義務があります。
以上配慮を必要とする人のためのマークを
紹介させていただきましたが、識字率、リ
テラシーがあるかないかで世界は全く変わ
ってきます。
岡山南RCが危惧したようにリテラシーが
不足し、ヘルプマークの意味が理解できな
い世界では、地域社会でのコミュニケーシ
ョンが限定されてしまいます。
説明書きを無視して薬を使えば命を失うこ
ともあります。契約書をよく読まないまま
結べば、悲惨な労働環境に投げ込まれる事
もあると思います。
そして東京王子RCが子供たちに絵本を配
布したような基本的教育こそがリテラシー、
識字率の向上につながると考えます。
以上簡単ですが、各地で取り組んでいる基
本的教育と識字率向上のお話をさせていた
だきました。
最後になりましたが、会員増強プロジェク
トの働きまで、また一人二人、増強のお話
がきております。
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