第 3088 回 平成 2９年 12 月 15 日例会
年末家族会

第 3087 回 平成 2９年 12 月 8 日例会報告
●点鐘
●合唱

四つのテスト

●ゲスト

都城市立中郷中学校
校長 玉利 勇二 様

会長の時間

下森 康玄

皆様こんにちは。今週は急に冷え込んで参り
ました。最低気温が氷点下に達する日が増える
様で厳しい寒さが続きそうです。お風呂の際は
ヒートショックに気をつけましょう。
今月は「疾病予防と治療月間」となっており
ます。
「疾病予防と治療月間」とは、地域社会の
医療従事者の能力向上、伝染病の広がり伝播を
食い止め、疾病の蔓延を防止することを目的と
した地域住民への教育、疾病またはケガによっ
て引き起こされる身体障害の予防、疾病予防と
治療に関連した仕事に従事することを目指す専
門職業人のための奨学金支援を強調する等の月
間であります。
健康であることは何よりも大切なことです
が、基本医療を受けられない人が世界に 4 億人
程いるそうです。1979 年にロータリー会員が
フィリピンで 600 万人の子ども達にポリオ予
防接種を行って以来、30 年以上に渡って世界か
らポリオを撲滅する活動に取り組んでおりま
す。現在、野生型ポリオウイルスが確認されて
いるのは、ナイジェリア、アフガニスタン、パ
キスタンのわずか 3 カ国に限られているそうで
す。又、1985 年にロータリーがポリオ撲滅活
動を立ち上げて以来、発症率を 99.9％減らすこ
とに成功しております。
ロータリーが主要パートナーとなっている世

ロータリーが主要パートナーとなっている世
界ポリオ撲滅推進活動では、ワクチンを提供す
る保健所の従業員との連絡を強化するために、
パキスタンとナイジェリアの保健所従業員に携
帯電話が支給されています。特に、パキスタン
ではロータリーの協力により、政府や企業から
保健所従業員に携帯電話 800 台以上が支給さ
れており、2018 年までに 5000 台を支給する
予定だそうです。
保健所従業員は、ポリオ発症の疑いがある場
合、中央サーバーにメッセージを送ることで、
すぐにパキスタン国立救急センターに連絡でき
るようになっているそうです。又、ワクチンの
データや母子健康報告書は、従来の紙での報告
書に代わって、携帯電話でのデジタル方式の報
告ツールが使用されています。
携帯電話は世界で約 70 億人が使用している
様ですが、その内 89％は発展途上国で使用され
ております。1 日の生活費が 1 ドル未満の人で
も、電話や携帯でのメッセージが出来るように
もなっているそうです。
時代の流れによって、人々を救う方法も変化
していることを感じられ、より多くの人を救え
るようになってきていることに、疾病予防や治
療も難しいことでもなくなる様に感じました。

1２月ロータリーレート：1 ドル＝11２円

幹事報告

中村太賀吉

●押川ガバナー事務所…
①第 2730 地区 職業奉仕研修会のご案内
対象：各ロータリークラブ 会長・幹事
各ベテラン会員・3 年未満の会員様…
奉仕活動部門長 久保田 茂
平成 30 年 1 月 20 日（土）
12：30～14：30
メインホテル
講師：福永 健一様（地区職業倫理
（4 つのテスト）委員長）
登録料：2,000 円（お弁当代込）
※お弁当の必要ないかたは 1,000 円

委員会報告

なし

本日のプログラム
プログラム委員会 担当

中郷中学校

玉利 勇二 校長先生 卓話

別紙に掲載しております。

SAA 報告
●ニコニコ箱●
下森

□クラブ報告
●本日 12/8（金）次年度理事会
例会終了後 13:40
Ｒ事務局
●親睦委員会
例会終了後
13:40
地区事務局
●１月定例理事会 18:30 場所 栄楽鮨
●赤い羽根共同募金 …
箱をお回ししますのでご協力をお願いします。

出席報告
会員総数

5２名

出免数

３名

出席数

39 名

出席率

79.59%

祝日週の為 休会
83.67％

前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

11/24
12/1
川添
吉原

小玉
池内

届出無

上村

森山

MU 有会員

12/7 都城中央

二見
高橋

吉国

佐々木（慈）

小玉

康玄･･･玉利先生ようこそおいで頂きました。
卓話をありがとうございました。
東郷 研哉･･･玉利校長先生、貴重なお話ありがとう
ございました。
堀之内芳久･･･玉利先生 講演ありがとうございました。
河東 光浩･･･玉利様、本日は卓話を頂きありがとう
ございました。
島津 久友･･･玉利先生 本日はありがとうございました。
山下
崇･･･一年間ありがとうございました。
西田 憲一･･･玉利校長先生、本日は卓話をいただきまして
ありがとうございました。
荒瀬 克哉･･･中郷中学校 玉利先生ありがとうございます
黒木由美子･･･玉利校長先生 すばらしい卓話ありがとう
ございます。
清水由紀子･･･玉利校長先生、本日はありがとうござい
ました。

今後のプログラム

（予定）
祝日週の為、休会
特別休会①

１２／２２
１２／２９

＊2018 年＊
１／５
特別休会②
１／１２ ⇒ １／１１（木）に変更
４ＲＣ合同新年例会 18：00～ 中山荘
１／１９
プログラム担当
１／２６
クラブ協議会

12/8 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ 佐々木（慈）

MU 無会員(11/24)

祝日週の為 休会

要 MU 会員(12/1)

木場
森山

宮川
二見

成松 荒瀬
堀之内

ニコニコ BOX
田中（穣）

10,000

222,600

ロータリー財団

0

312,800

米山記念奨学会

0

238,000

教育振興基金

0

560,000

広報委員会 前田 尚子
クラブ会報小委員会

黒木由美子

メディア関連・広告・宣伝小委員会
◆
ロータリー事務局制作

谷口賢多郎

５ヶ年

黒木由美子 会員

２ヶ年

津曲由紀子 会員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日のプログラム
プログラム委員会 担当

中郷中学校 校長

玉利 勇二 様

卓話

プログラム
堀之内芳久 委員長より紹介
本日は、中郷中学校の玉利校長先生へ卓話を、お願いいたしました。
先生は、大学卒業後 一般企業に入られ、その後 教職に就く前に
宮崎県立都城泉ヶ丘中学校を設立されました。
現在は、中郷中学校の校長先生に就任されいますが 企業での経験を活かし
地域と供に子供を育成する等、新学習指導で熱心に子供達を指導されています。

「子供達を大人と同じ目線で教育されている先生です。」

現状の教育は フォアキャスティング、
確率の高い未来を予測する 現時点での
目の前の問題に対処する進み方であるが、
望ましい未来は バックキャスティング
重大な変化を予測し、備える(確率の高い
未来を予測し それに向かって今 何が必
要か、何が課題か) 目の前の問題に対処
する進み方をし、視点場を高く持った未
来思考が望ましいとして 今までの教育と合わせた教育を実践されています。
又、新しい時代グローバル社会の教育として、子供達が自分を含めた地域から始め
ひいては、世界の事まで考えられる様になれる指導をされています。
最後に、ロータリーの活動方針を知り、一緒になって子供達を育てて行って欲しいですと、
卓話を締めくくられました。
地域や日本、世界の未来を担う これからの子供達の為、これからも素晴らしい教育と
教育者を、是非とも 育てて行って下さい。

玉利校長先生、貴重なお話を
ありがとうございました

下森会長より謝辞

