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　今月9月は「ロータリーの友月間」と「基本的教育と識字率
向上月間」となっております。
　「ロータリーの友月間」とはロータリーの友に焦点を当てる
ことにより、さまざまなロータリー情報について知っていただ
く機会になればという思いからできた月間となります。
　「基本的教育と識字率向上月間」についてですが、世界で
初等教育学齢期の子ども11人にひとりが学校に通えない一
方、青年期の子どもの場合は5人にひとりが通えず、世界中で
読み書きのできない15歳以上の人の数は、7億7500万人。こ
れは、全世界の成人の17％にあたります。学校に通っていな
い子どもは世界に6700万人。特に女性の非識字率は顕著で
世界の非識字率人口の64％を占めていると言われています。
世界183ケ国の中で識字率 99％以上の国は日本も含め46ケ
国ある一方で、70％に満たない国が35ケ国、30％にも満たな
い国はエチオピア、マリ、スーダンなど５ケ国あります。基本
的教育と識字率向上は、皆樣方がご存知のように、ロータリ
ーの７つの重点項目の１つに挙げられています。私はこの重
点項目の中でも特に「基本的教育と識字率向上」が重要だと
感じました。その理由は、彼らに基本的教育を提供し、識字
率を上げれば他の樣 な々問題を解決する糧になると考えるか
らです。全ての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡
率は66％減少する。読み書きのできる母親を持つ子どもは読
み書きのできない母親の子と比べて、5 歳以上まで生き延び
る確率が50％高い。低所得国で全生徒が読み書きを習得し
た場合1億7,100万人（全世界の貧困の12％に相当）が貧困か
ら抜け出すことができる。このようなデータがあります。つま
り、識字率を上げることで、貧困を減らし健康状態を改善し、
地域社会の発展につなげることができるのです。ある地区で
幾つかのクラブがロータリー財団の補助金プロジェクトを使
って識字率向上のための活動をしていますが、学校があまり
に遠くて通えない発展途上国の子どもたちに日本のリサイク
ル自転車を送る活動も識字率向上の取り組みの一つです。
よく考えてみたらわかる事ではありましたが、識字率が人の生
き死にに直結するとは思いもよりませんでした。ちなみに日本
の話しですが、1870年ごろは男子の40～50％、女子の15％が
日本語の読み書きと算数を一応こなしていたと言われており
ます。そして、地域でも格差があったようです。明治20年ごろ
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「DXは何故必要か？」 門脇　啓二会員
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の自署率（自分の名前を書くことができる割合）が滋賀県は男
子が90％女子が50％前後だったのに対して、鹿児島県になる
と男子が50～60％、女子は10％以下だったと言われておりま
す。

　日本に住んでいると今では自分の名前が書けない方はほ
とんどいませんが、世界に目を向けると字を認識することは
大事なことで、識字率向上月間は必要なのだなと勉強させ
ていただきました。

＊今週のお祝い

在 籍 祝 い 髙山泰四郎会員（41年）

ロータリーソング 【奉仕の理想】

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

松尾　　巧　様

早水　琢也　様　
（地区公共イメージ部門 副部門長 湯布院RC所属）

（地区公共イメージ委員 2720JapanO.KRE所属）



　今月9月は「ロータリーの友月間」と「基本的教育と識字率
向上月間」となっております。
　「ロータリーの友月間」とはロータリーの友に焦点を当てる
ことにより、さまざまなロータリー情報について知っていただ
く機会になればという思いからできた月間となります。
　「基本的教育と識字率向上月間」についてですが、世界で
初等教育学齢期の子ども11人にひとりが学校に通えない一
方、青年期の子どもの場合は5人にひとりが通えず、世界中で
読み書きのできない15歳以上の人の数は、7億7500万人。こ
れは、全世界の成人の17％にあたります。学校に通っていな
い子どもは世界に6700万人。特に女性の非識字率は顕著で
世界の非識字率人口の64％を占めていると言われています。
世界183ケ国の中で識字率 99％以上の国は日本も含め46ケ
国ある一方で、70％に満たない国が35ケ国、30％にも満たな
い国はエチオピア、マリ、スーダンなど５ケ国あります。基本
的教育と識字率向上は、皆樣方がご存知のように、ロータリ
ーの７つの重点項目の１つに挙げられています。私はこの重
点項目の中でも特に「基本的教育と識字率向上」が重要だと
感じました。その理由は、彼らに基本的教育を提供し、識字
率を上げれば他の樣 な々問題を解決する糧になると考えるか
らです。全ての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡
率は66％減少する。読み書きのできる母親を持つ子どもは読
み書きのできない母親の子と比べて、5 歳以上まで生き延び
る確率が50％高い。低所得国で全生徒が読み書きを習得し
た場合1億7,100万人（全世界の貧困の12％に相当）が貧困か
ら抜け出すことができる。このようなデータがあります。つま
り、識字率を上げることで、貧困を減らし健康状態を改善し、
地域社会の発展につなげることができるのです。ある地区で
幾つかのクラブがロータリー財団の補助金プロジェクトを使
って識字率向上のための活動をしていますが、学校があまり
に遠くて通えない発展途上国の子どもたちに日本のリサイク
ル自転車を送る活動も識字率向上の取り組みの一つです。
よく考えてみたらわかる事ではありましたが、識字率が人の生
き死にに直結するとは思いもよりませんでした。ちなみに日本
の話しですが、1870年ごろは男子の40～50％、女子の15％が
日本語の読み書きと算数を一応こなしていたと言われており
ます。そして、地域でも格差があったようです。明治20年ごろ

（8月29日）卓話の時間 「DXはなぜ必要か？」　門脇　啓二 会員

ニコボックス

★後藤　真吾会員（大分キャピタルRC)
髙橋会長、大分1985RCの皆さん、本日はお邪魔させて頂きま
す。門脇幹事の卓話を聞きに来ました。とても楽しみです。
今日は宜しくお願いします。
★山内　恵理会員（大分キャピタルRC)
今日は門脇幹事の卓話を楽しみに来ました。よろしくお願いし
ます。
★菅原　直美会員（1口）
門脇さんの卓話を遅れて参加により聞く事になりました。喜びと
共に。
★髙橋道成会員（1口）
大分キャピタルRCの方がゲストに来ていただき、感謝の気持
ちを込めて1口させて頂きます。
★門脇啓二会員（1口）
卓話をがんばらせて頂きます。

例会の予定

■ 9 月12日（月）

■ 9 月19日（月）

■ 9 月26日（月）

■ 10月 3 日（月）

■ 10月10日（月）

会員拡大企画　夜間例会「コッキル」19:00～
祝日休会
職場例会「はばたき学園」
出前セミナー「米山記念奨学部門」予定
祝日休会

幹事報告

・2022-23年度　世界ポリオデー募金活動のご案内
　10月23日（日）
　熊本サクラマチプロムナード

ゲスト・ビジターの紹介

ビ ジ タ ー ：後藤　真吾様（大分キャピタルRC）
　　　　　  山内　恵理様（大分キャピタルRC）

の自署率（自分の名前を書くことができる割合）が滋賀県は男
子が90％女子が50％前後だったのに対して、鹿児島県になる
と男子が50～60％、女子は10％以下だったと言われておりま
す。

　日本に住んでいると今では自分の名前が書けない方はほ
とんどいませんが、世界に目を向けると字を認識することは
大事なことで、識字率向上月間は必要なのだなと勉強させ
ていただきました。

　本日は、数年前より話題になっていて、国の取り組みとして、重
要視されている「DX」についてのお話をさせていただきます。今日
の話で、まずは、DXを少しでも身近に感じていただければと思っ
ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
■なぜDXを考えるか？2025 年の崖
経済産業省では、2025 年におきるレガシーシステムにおける課
題を示唆しています。老朽化による問題であり、2025 年までに
改訂が行われない場合には年間 12 兆円の経済損失が生ま
れると想定しています。
■DXの定義
「IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
させる」と定義付けています。
■DXとIT の違い
IT 化とは、デジタル化された情報を使って、よりシンプルで効率
的な仕事をすることです。既存の業務プロセスの効率化を目
指す。
DX はビジネスのやり方を変えるものです。デジタル技術の活
用によって製品・サービスやビジネスモデルに変革を目指す。
■DXの仕組み
社会のデジタル化がさらに進展していくにしたがい、DXの本質
的な意味も変わっていきます。現時点でデータやデジタル技術は
手段と位置付けられていますが、デジタルは「手段」ではなく「前
提」に変わる。社会や経済活動全体が高度にデジタル化され、
あまねく浸透している世界が開けると、それに適応した企業に、
まるごと生まれ変わることがDXの本質となっていきます。
■DX 化への 3段階
デジタイゼーション…特定業務のデジタル化
デジタライゼーション…業務フロー・プロセスのデジタル化

デジタルトランスフォーメーション…
　　　　　　ビジネスモデル自体をデジタルなものに変革
　　　　　　デジタル中心の事業や商品を保有する

〈身近なDX〉
・カメラのDX化
　カメラ→デジカメ→スマホ→SNS
・AI 家電
　音声対話やタッチパネルを搭載したインターネット冷蔵庫
　献立提案、特売情報、見守り機能も
・シェアサイクル
　アプリを利用した会員、利用、位置を管理
・テイクアウト＆デリバリー
　配達サービス
　アプリを利用した受注及び提供の管理機能
・ネットショッピング　「Amazon」や「LOHACO」
・ドラえもんの DX　どこでもドア・翻訳こんにゃく・タケコ
　プター

　本日は、「DXはなぜ必要か？」という題目でしたが、私たちの
業務や生活に役に立ち、良くしてくれているということを認識し
て、自分たちもそれが出来るチャンスが今なら沢山あると受け
取ってください。
　自分たちの業界では難しいではなく、こうなったらワクワクす
るなってことを考えて実行することを考えると、大きなビジネス
チャンスが沢山あります。
　今は夢を考えて実現できる時代になりました。楽しいことを
沢山考えて、自分たちの生活を楽しくやっていきましょう!

委員会報告

ゴルフ同好会より申込書提出のご案内がございました。


