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第 1483 回例会 2016 年 7 月 19 日（火）

子供達は大体が真面目でおとなしい生徒が多いよ

例会場: 鈴鹿商工会議所 4 階大ホール

うですね。でも、ボランティアを通じて段々と積

例会進行: 柴田友美 SAA

極的になり、生徒会に立候補する生徒も出てくる

開始 12：30 終了 13：30

という良いお話しを伺いました。国際交流コミュ

点鐘:世古口弘子会長

ニケーション能力も向上し、生徒自身のためにも

ソング: それでこそロータリー

役立っているようですね。ゲームソフトメーカー

ソングリーダー: 服部高宣幹事

「任天堂」の名前の由来は「運を天に任せる」だ

ゲスト：鈴鹿・亀山グループガバナー補佐

そうです。柔軟で自由な気質の中でこそ良いアイ

青木啓文様

ディアが生まれるという思いが込められているの

鈴鹿高等学校インターアクトクラブ顧問

ではと、私は思います。ボランティアもさまざま

御村ひさ子先生、インターアクトクラブ部長

な角度から柔軟に物事を考えるという姿勢から良

澤田さらささん、インターアクト部員

いものが生まれてくるのではないでしょうか。

中野修人

今回は素晴らしい皆様方のお話を伺うのがとても

君
ビジター：鈴鹿シティＲＣ

楽しみです。そして、鈴鹿高校の皆様方の今後の

伊藤晃宏ＩＭ実行委

員長

活躍を期待し、簡単ですが本日のご挨拶とさせて

会長挨拶 世古口弘子会長

いただきます。

本日は、ガバナー補佐の青木

幹事報告

啓文様と鈴鹿高校のインター

1. 2018－2019 年度第 2630 地

アクトクラブの方々にご参加

区ガバナーノミニー決定

賜りまして会を進めさせていただきます。

宣言：木村 静之様（岐阜

服部高宣幹事

加納ＲＣ）が、地区ガバナ

青木ガバナー補佐におかれましては、2630 地区

ー指名委員会より選出されました。

剱田ガバナーの補佐として、この鈴鹿・亀山地区

2. 地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内

の情報をクラブにつなぐお役目ご苦労様でござい
ます。貴重な御意見を頂戴頂けましたら幸いでご

補助金申請受付 及び 交付決定までの日程

ざいます。よろしくお願い申し上げます。

＊第１回

2016 年８月１日（月）締め切り

同９月末 交付予定

また、鈴鹿高校インターアクトクラブの皆様に

＊第２回

2016 年 12

月 26 日（月）締め切り翌年２月末 交付予定

は、今日はお越し頂きありがとうございます。

3. 世古口会長に、第 76 回国民体育大会 鈴鹿市

5 月、岐阜で開催されました教師部会に参加した

準備委員会委員の委嘱書が届いております。

折の事ですが、インターアクトクラブに所属する
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4. 尾鷲ＲＣメールアドレス変更について

出席報告

岸本春雄出席委員長

変更前 owase-r@az-s.com →

正会員 41 名中 26 名出席．
出席率:

変更後 owase-rc@az-s.com

76.47%
先週の補正出席率:68.57%

5. 2016-17 年度会員必携訂正のお願い

先々週の補正出席率:77.14%

①55 ページ会員名簿：桃井力生会員のメールアド
レス（正）doushu48momoi＠docomo.ne.jp

ニコニコボックス報告 加藤稔親睦・家族委員長

②66 ページ鈴鹿西ＲＡＣ所在地：鈴鹿国際大学
→

多額※

（正）鈴鹿大学

※鈴鹿・亀山グループガバナー

6. 次週 7 月 26 日
（火）
午前 11 時より指名委員会、

補佐

午後 1 時 40 分より第 5 回理事・役員会を事務

青木啓文

ＡＧの青木

啓文です．本日は宜しくお願い

局において開催します。

します．

7. 受贈誌：2016-17 年度活動計画書（鈴鹿シティ、
津南、鈴鹿、四日市東、鈴鹿ベイＲＣ）

鈴鹿シティＲＣ

伊藤晃宏

鈴鹿西ＲＣの皆様、

ＩＭご出席よろしくお願いします．

本日の行事

※世古口弘子

① インターアク

ころようこそお越しいただきました．インターア

青木ガバナー補佐様、お忙しいと

ト韓国派遣

クトクラブの皆様ようこそお越し頂きました．

（2016.7.22～

服部高宣

7/25）のご挨

りがとうございます．鈴鹿シティＲＣ伊藤さんよ

青木ＡＧようこそお越し頂きましてあ

拶、御餞別の贈呈②インターアクト活動報告、 うこそ！
2016-17 年度助成金の目録贈呈

小林

充

青木ガバナー補佐、伊藤晃宏ＩＭ実行

委員会報告

委員長、鈴鹿高校インターアクトクラブのみなさ

① 伊藤晃宏ＩＭ実行委員長：

んを歓迎して！！

鈴鹿・亀山グループＩＭの説

岩崎

明 開催日 2016 年８月２７

ＩＡＣの皆様方、歓迎します．

日（土） 会場 コンフェッ

森

ト鈴鹿平安閣

伊藤様、鈴鹿高校の皆様、ようこそ．

② 森豊前年度出席副委員長：

透

豊

青木ＡＧ様、伊藤ＩＭ実行委員長様、

ガバナー補佐

青木様、ＩＭ実行委員長

桃井力生 ＡＧをお迎えして．

2015-2016 年度下半期ならび

岸本春雄

に年間出席率表配布と確認

しゃいました．

のお願い

田中

③ 岩崎透ロータリー情報委員長

通

青木さん、伊藤さん、ようこそいらっ

鈴鹿高校インターアクトクラブの皆様

ようこそ！韓国派遣頑張ってください．

３分間情報ミーティング

野間芳実

規程審議会で、ｸﾗﾌﾞの目的が

長を歓迎して．

新設された。
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青木啓文ＡＧ、伊藤晃宏ＩＭ実行委員
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の進捗状況の確認などテーマを定めて実施する。

本日のプログラム: ガバナー補佐の卓話

・

鈴鹿・亀山グループガバナー補佐 青木啓文様

国際ロータリー2016 年規程審議会をうけて、

グループ内での検討や調整を会長・幹事会などで
行う

例会後
青木啓文

クラブ協議会

鈴鹿・亀山グループガバナー補佐訪

問
司会進行 服部高宣幹事

1. 地区チーム研修セミナー（2016.2.21 岐阜都

開会の辞 世古口弘子会長

ホテル）から
＜１＞2016～17 年度ＲＩ（国際ロータリー）テ

挨拶 青木啓文ガバナー補佐

ーマ

各委員長報告
全体質疑

ジョンＦ・ジャーム会長（米国テネシー州）

ガバナー補佐総評

「人類に奉仕するロータリー」

閉会の辞 世古口弘子会長

・2016～17 年度ロータリーの目標を定めている。
優先項目１ クラブのサポートと強化
優先項目２ 人道的奉仕の重点化と増加
優先項目３ 公共イメージと認知度の向上
＜２＞第 2630 地区活動方針テーマ
剱田 廣喜ガバナー（高山中央ＲＣ）
「最も出席するもの 最も報いられる」
・クラブ目標は

会長賞に挑戦しよう！である

1. 会員の増強と維持
1. 財団への寄付
1. オンライン・ツールの利用
1. 人道的奉仕
1. 新世代
1. 公共イメージ
２. 鈴鹿・亀山グループの計画
・ 8 月 27 日（土）ガバナー公式訪問・ＩＭ
・

来年 1 月 28 日（土）会員増強セミナー

・

おじさん先生の実施

・

ＴＲＦ100 周年行事、地域活動（街頭ポリオ

募金活動）の実施
・

グループ内の会長・幹事会では、クラブ計画
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13：45～

