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第 1176 回例会報告                               1 月 24 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1177 回）       1 月  31 日（水） 次週予告              2 月   7 日（水） 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

            桑田 昭世 会員  

◎プログラム  卓 話 

阪上 栄樹 会員  

◎ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

             田村 久子 会員  

◎プログラム  

          Ｉ．Ｍ．打ち合わせ 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

 

日本列島に強い寒気が断続的に流れ込んでおり、

昨日、今日と厳しい寒さですが、それも今二十四

節気の「大寒」です。1 月 20 日から 2 月 4 日頃の

立春迄。 

読んで字のごとく 1 年で最も寒い時期です。そ

の前の小寒とあわせた約 30 日間は「寒の内」と呼

ばれ、様々な風習が残っています。 

たとえば寒稽古や寒中水泳。見ているこちらが

震えてしまいそうですが、寒の内に鍛えると体が

丈夫になるといわれています。武道に限らず、三

味線などの芸事にも寒復習、寒弾く、寒声といっ

た練習があります。寒中見舞いを出すのも、寒の

内です。 

低温で雑菌が繁殖しにくいこの時期は、酒や味

噌、醤油を仕込むのに適しています。寒の内に汲

んだ寒の水で仕込んだものは、通の舌をうならせ

る仕上がりに。 

発色が鮮明で美しい口紅とされる寒紅、栄養満

点な寒蜆や寒卵、上質な紙ができる寒漉など、こ

の時期だからこそ生み出されるものの良さに触れ

れば、きびしい寒さも辛いだけではないと感じら

れそうです。 

二十四節気は、立春を起点とし、大寒で締めく

くられます。この大寒から立春となる大事な節日

に行われるのが、2 月 3 日の節分です。 

“季節の分かれ目”を表す節分は、実は立夏・

立秋・立冬の前日にもありますが、一般的には節

分といえばこの日を指します。 

「鬼は外～福は内～」の掛け声とともに炒り豆

を撒く行事の起源は、平安時代までさかのぼりま

す。自分の年と同じ数だけ（もしくは１つ多く）

豆を食べることには、福を体に取り込むという意

味もあるそうです。 

節分で邪気を追いはらい、梅の香りとともにや

ってくる春の気配を待ちましょう。 

桜の開花予想は、3 月の後半から暖かい日が多

くなり、開花は例年並み。大阪は 3 月 27 日、東

京23区と福岡は3月22日となっているそうです。 

 

   R.I.会長テーマ 

   “ロータリー：変化をもたらす” 

      イアン H.S. ライズリー 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 
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皆さま春はもうそこまで来ています。この寒さを

頑張って乗り越えましょう！ 

 

 

国際奉仕委員会プログラム 

           NGO JAC 大口 忠 男様 

               大口 十四子様 

 

たくさんの子どもたちに教育の機会を！ 

バングラデシュの校舎を増築します。 

 

はじめまして、JAC(Japan with Asian 

Countries)の大口 忠男・十四子です。2016年、

さまざまの方のご支援やご協力をいただき、バン

グラデシュのジョブラ村に「日本バングラデシュ

友好ジョブラ・ウメシュ中等学校」（幼稚園・小学

校・中学校・高校）を創設することができました。 

 

開校 1年目の生徒数は 40名でしたが、2年目と

なる今年は 80名と倍増。3年目となる 2018年は、

100名を超えると予想しています。生徒数が増え

ること自体はとても嬉しいのですが、今のままで

は教室が足りず、校舎を増築しなくてはなりませ

ん。しかし、その増築資金が不足しております。 

 

子どもたちの学びの場を確保するため、この度

みなさまのお力をお借りして校舎を増築します。

バングラデシュの発展のために、みなさまからの

温かいご支援をお願いいたします。 

 

私たちが運営している「日本バングラデシュ友

好ジョブラ・ウメシュ中等学校」は、バングラデ

シュ第２の大都市チッタゴン近郊のジョブラ村と

いう農村にあります。この村の生活は、戦後の混

乱期から 1960年代までの日本の状況に、非常によ

く似ています。 

子どもたちは、木切れや廃材、草や石ころなど

の身近なものを使って遊んでいます。大人たちは、

落ち葉や伐採した木、牛糞を乾燥させたものをく

べて、カマドで調理をします。洗濯や入浴など水

を使うものはすべて、自然の川や池ですませます。

こうした風景や生活は、今年 73歳になる私の少年

時代と重なる部分が多くあります。 

 

しかし、日本とバングラデシュでは大きな違い

があります。日本では 1947年から義務教育が始ま

り、1970年代からは高度経済成長期に突入したこ

とで、人々は都会に出て、高度で専門的な仕事に

就けるようになり、生活水準もぐんぐん上がって

いきました。 

一方でバングラデシュでは、この 20年ほど GDP

は 7％前後の伸び率で推移していますが、国民の

生活レベルはさほど変わっていません。特に地方

の農村では、現在でも道路のいたるところに露店

が出ており、小学校卒業者や中途退学者の男子の

多くは、こうしたお店の下働きをすることになり

ます。 

その他にも、公共バスやトラックの助手や農作

業の手伝い、女子であれば家事の手伝いをしたり

しますが、選択肢があまり多くないことには変わ

りありません。大人になっても、商品を背負って

行商に出たり、建設現場の日雇い労働者やリキシ

ャ（日本の人力車と似た乗り物）の運転手になっ

て日銭を稼ぐことしかできないのです。 

彼らは、自分の力では生活を変えることができ

ず、貧困から抜け出すこともできません。ダッカ

やチッタゴンといった大都市でも、スラムに暮ら

すストリートチルドレンは同じ状況です。子ども

といえども、一家が生きていくための貴重な労働

力として、働かざるを得ないという現実がありま

す。 

こうした貧困の連鎖を断ち切る唯一の道が、学

校に行って教育を受けることなのです。それも、

義務教育である小学校までではなく、中等学校ま

できちんと卒業することが必要です。 

中等学校では、小学校に引き続いて英語を学び

ます。この国では、母国語のベンガル語と共に、

プログラム 
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英語が重視されていますので、中等学校卒業者の

多くは、日常的な英会話ができます。 英語や数学

（算数）ができると、就職先は拡大し、生活の質

は飛躍的に向上します。 

教育こそが、貧困の連鎖を断ち切り、子どもた

ちの未来を切り拓いていく大きな力となってくれ

る。私たちはそう確信し、中等学校を建設するこ

とにしました。 

 

バングラデシュの学校制度は、小学校 5年、中

等学校 5年、高校 2年の 5-5-2制です。このうち

義務教育となる小学校は、働いている子ども 1人

につき 12kg、2人につき 16kgの米を配給し、学校

に登校させる「Food for Education プログラム」

があることで、就学率は 2000年の時点で 95％に

まで達しています。 

一方で、日本の小学 6年〜高校 1年に当たる中

等学校へ進学できる子どもは、56％に過ぎません。

理由としては、授業料などが有償であることがひ

とつ。加えて、学校数が少なく遠くの学校に通わ

なければならず、交通費や下宿代が家計の負担に

なってしまうことが挙げられます。また、交通費

を節約するために 40分〜70分も歩いて通うこと

が負担となり、途中で諦めてしまうケースもあり

ます。 

 

バングラデシュの識字率は年々上がっていて、

2016年は 72.3％（15歳以上）でした。しかし日

本や世界の国々とは比較にならないくらい低い状

態です。こうした状況を改善するには、住んでい

る地域内で、通える範囲に中等学校があることが

必要なのです。 

バングラデシュの識字率は 72.3％ですが、 

農村はこれより 30％ほど低いと言われています。 

  

公立校では、1学級 40名〜60名が一般的です。

しかし当校では、教師の目が一人ひとりの生徒に

行き届くよう１学級の定員 20名としています。 

これにより政府で定めている教科を丁寧に学べる

とともに、教科外教育として行っている音楽・体

育の授業を通して、感性豊かで何事にも自主的に

取り組む生徒の育成を目指しています。また、特

に学習の遅れが目立つ生徒には、補習授業も行っ

ています。 

 

しかし、いくらインフラを整えても意味があり

ません。バングラデシュには、お金がかかるため

中等学校には通えないという子どもがたくさんい

るからです。 

そこで当校では、月額 50タカ（日本円で約 70

円）の授業料を免除することにしました。70円の

授業料さえ払えない、学校に来る前に朝食を食べ

ることすらできないという貧しさの中にあっても、

教育の機会を均等に持ってもらいたいのです。 

 

バングラデシュで義務教育制度ができたのは

1990年のことです。そこからまだ 30年も経って

いません。しかも、義務教育は小学校までしかあ

りません。もちろん、まったく教育制度がないよ

りはいいのですが、これでは不十分です。 

中等学校まで卒業すれば、英語ができるように

なり、そうなれば都市部や海外で高い収入を得ら

れる仕事に就くことができます。つまり、貧困の

連鎖を断ち切るには、教育が必要不可欠なのです。

また、優秀な人材が増えれば、バングラデシュ全

体の成長にも繋がります。 

 

バングラデシュの子どもたちの未来のために、

そして、バングラデシュの国づくり・人づくりに

貢献するために、ぜひみなさまのお力をお貸しい

ただけないでしょうか。ご支援をどうぞよろしく

お願いいたします。 

教育を受けることは、子どもたちにとって大き

なチャンスです。 

ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

○柳田 昌三 様（三田南ロータリークラブ） 

あたらしい年を迎え、今年もよろしくお願いしま

す。 

 

○草野 旦 君 

人生は選択です。ゴシゴシ洗う洗濯ではありませ

ん。今日はこの寒さにロータリーを出席しようか

どうか選択するのに悩みました。 

 

○定藤 繁樹 君 

地方創生の時代、家庭料理でもてなすツアーがは

ニコニコ箱 
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やっているそうです。フランスのシャンブル・ド

ットというツアーがおすすめ！ 

是非おためし下さい。 

 

本日のニコニコ    11,000円 

本日までの合計  535,000円 

 

 

□ソング 

「我等日本のロータリアンの歌」  

馬場 和代 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 3 29 21  72.41 

前々回 

1/10 
32 2 30 23 3 86.67 

 

□お客様 

柳田 昌三 様（三田南ロータリークラブ） 

大口 忠 男 様（ＮＧＯ ＪＡＣ） 

大口 十四子 様（  〃    ） 

 

□幹事報告 

① 阪神第三グループ親睦ゴルフ大会のご案内 

日時：平成 30年 4月 21日（土） 

     8：00集合 8：28スタート 

場所：宝塚ゴルフ倶楽部旧コース 

申込締切：平成 30年 3月 16日（金） 

② 地区大会 会員家族懇親会アトラクション 

ボーカル募集のお知らせ 

日時：平成 30年 3月 11日（日） 

   15：45 リハーサル 

   17：00 開宴 

   17：45 アトラクション開始 

場所：神戸ポートピアホテル 大輪田の間 

募集締切：平成 30年 2月 8日（木） 

③ 尼崎グループＩＭ開催のご案内 

日時：平成 30年 3月 3日（土） 

開場：13：00 

講演：14：00～15：30 

場所：都ホテルニューアルカイック  

3階 鳳凰の間 

登録料：8,000円 

参加申込は平成 30年 2月 12日（月）迄に。 

④ 国際ロータリー第 2680地区ローターアクト 

 「青少年交流会」のご案内 

日時：平成 30年 2月 25日（日） 

   12：30受付開始 

   13：00開会式 

会場：神戸市青少年会館 5階ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾎｰﾙ 

登録料：1,000円 

登録締切：平成 30年 2月 9日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい 

 

 

 

 

 

 

 

週間報告 

 今日は何の日 
1月 29日 

人口調査記念日 

1872(明治 5)年のこの日、日本初の全国戸籍調

査が行われた。 

当時の人口は男 1679万 6158人、女 1631万 4667

人で合計 3311万 825人だった。 

2月 1日 

テレビ放送記念日 

1953(昭和 28)年のこの日、NHK東京放送局が日

本初のテレビの本放送を開始した。 

1953(昭和 28)年 2月 1日午後 2時、東京・内幸

町の東京放送会館から「JOAK-TV、こちらは NHK

東京テレビジョンであります」の第一声が放送

された。当時の受信契約数は 866台、受信料は

月 200円だった。 

その年の 8月には日本テレビ、翌 1954(昭和 29)

年 3月に NHK大阪と名古屋、1960(昭和 30)年 4

月にラジオ東京(現在の東京放送(TBS))でもテ

レビ放送が開始された。 


