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鈴⿅⻄ロータリークラブ会報
所属: 国際ロータリー第 2630 地区 鈴⿅・⻲⼭グループ;
創⽴: 1985 年 3 ⽉ 27 ⽇; RI 認証: 1985 年 6 ⽉ 3 ⽇(No. 1665);
事務所: 〒513-0802 三重県鈴⿅市飯野寺家町 816 鈴⿅商⼯会議所 3F;
電話: 059-383-7077; FAX: 059-383-8501;
E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/
例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4F ⼤ホール; 例会⽇: ⽕曜⽇; 例会⾷事: 12: 00; 例会: 12: 30-13: 30;

スを聞きました．

第 1600 回例会 2019 年 4 ⽉ 16 ⽇(⽕)

その勝ち⽅も新聞によりますと、「今までのよう

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール
例会進⾏: 勇 理維⼦ SAA

な豪快なドライバーショットではなく、ライバルを

開始: 12︓30 終了: 13︓30

問題にしない圧倒的な強さもなく、経験と技術・冷

点鐘: 会⻑ 加藤 稔

静さを武器にした⼀打差の勝利ということでした．

ソング: それでこそロータリー

また最後は、ボギーで逃げ切ったと書いてありまし

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

たが、ゴルフをされる⽅はよくわかると思いますが、
この⼀打差でのボギーで逃げ切るということは、こ

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

の精神⼒の強さは、はかり知れないと私は思います．

みなさん、こんにちは．

これから、ゴルフ部会のゴルフも盛んになります

今⽇は、先ほど

が、私もまた、このタイガー・ウッズの精神⼒の強

司会からも⾔われ

さを真似して、上達しながらゴルフを楽しみたいと

ましたが、1600

思います．以上、私の挨拶とさせて頂きます．

回⽬の例会です．
年 45〜46 回の

幹事報告

森 豊 幹事

例会で約 34 年以上

1. 当クラブ例会変更のお知らせ

をかけ 1600 回⽬

5 ⽉ 7 ⽇（⽕）若林忠義会員のアトリエ訪問

の例会を迎えること

5 ⽉ 21 ⽇（⽕）深⾕公園において、花の植替

が出来ました．この素晴らしい例会の歴史を元に、

え・植栽

これからも益々、みなさんと共に頑張って⾏きたい

5 ⽉ 28 ⽇（⽕）休会

と思っております．

※5 ⽉ 7 ⽇の例会については、案内を配布して
ありますのでご確認ください．

ところで、昨⽇は⾵が強く肌寒い⼀⽇でした．私
は寒い昨⽇、松阪でゴルフをしておりましたが、ゴ

また、準備の都合があります

ルフを終え帰って来ましたら、同じゴルフでアメリ

ので、4 ⽉ 24 ⽇までには、

カのマスターズトーナメントで、43 歳のタイガ

出⽋について事務局まで

ー・ウッズが 14 年ぶりに、優勝したと⾔うニュー

お知らせください．
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2. 鈴⿅・⻲⼭グループ

※加藤 稔︓1600 回例会を記念して．

各ロータリークラブ例会変更

森

豊︓皆さん、今⽇はボーリング部の部会⻑

のお知らせ

喜代造さんが休みですが、第 1 回のボーリング

鈴⿅シティＲＣ︓

⼤会に多数の⽅が参加下さるよう、宜しくお

5 ⽉ 1 ⽇（⽔）特別休会

願いします．

⻲⼭ＲＣ︓5 ⽉ 6 ⽇（⽉）

若林忠義︓

法定休会

桃井⼒⽣︓前⽇の地区協議会の報告をさせて頂き

3. 勇理維⼦会員メールアドレス変更について

ます．よろしく．

（変更後） ritsuko.isami@gmail.com

本⽇のプログラム

4. ⻲⼭ロータリークラブより、ロータリー・デー

クラブ協議会

ポリオ撲滅募⾦活動参加の礼状をいただきま

「地区研修・協議会の報告」

した．

（順不同）

5. 本⽇例会終了後、第 12 回理事・役員会を事務

l

局において開催いたします．

戦略計画部⾨分科会

出席報告
仲村義昌出席副委員⻑
正会員 40 名中
22 名出席．
出席率︓62.85％
先週の補正出席率︓
78.37％（4/9）
先々週の補正出席率︓
72.97％（4/2）

服部⾼宣 会⻑エレクト
藤野恵⼦ 次期幹事

ニコニコボックス報告

岸本春雄 次期会計＆35 周年実⾏委員⻑

寺⽥有⼦ 親睦・家族委員
l

情報部⾨・職業奉仕部⾨・新会員分科会
桃井⼒⽣ 次期Ｒ情報・スター副委員⻑
河⽥勝正 次期クラブ研修リーダー

l
※印︓多額

公共イメージ部⾨分科会
久志本敦史 次期クラブ広報委員

順不同 敬称略

l

会員増強部⾨分科会
森 豊 次期会員維持・増強委員⻑
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ロータリーの財産で資産を増やす会員増強

３年４年になって来たらリーダー的な存在の

ロータリーには３つのバイタイが有る（組織）

適材適所に向けてやるべき、委員⻑をお願いす

1.

る．５年１０年になって来たら地区の活動に参

ロータリアン 2.ロータリークラブ 3.国際

ロータリー

加するようにして下さい．

ロータリーとは、⾃他の⼼を養う．⼈を育成

⼥性に⼊会してもらうと、クラブが華やかにな

すると共に献⾝的な奉仕活動、相⼿に対して得

る．世界には１８万⼈の⼥性会員が居て、６３

るものを与える．

⼈のガバナー経験者が居る．

⾃分オンリーだと事業は失敗してしまう．他⼈

会員増強は委員⻑に任しているクラブが多い

に利益を与えずして、⾃分が繁栄する事は無い．

が全員でやらないと駄⽬です．⾏動を起こさな

組織を活性化する為には若い⾎流が流れてい

くてはならない．５⼈体制で委員会を作って下

る若者を⼊れなくてはならない．

さい．成果が出て来ている．

無理に増強で新会員を⼊れても教育をしなく l

奉仕プロジェクト部⾨分科会

ては、退会してしまう．

仲村義昌 次期社会奉仕副委員⻑

会員の維持はどうすれば良いか、会員維持には

寺⽥有⼦ 次期国際奉仕委員

奇策は、有りません．つまらなく、なった．⼈ l

⻘少年奉仕部⾨分科会

間関係が築けなかった．歓迎されていない．⾃

⾐斐信⾏ 次期⻘少年奉仕副委員⻑

分⾃⾝が重要だと思われていない．クラブ指導

沖 俊成 次期インターアクト副委員⻑

者と意⾒が合わない．等で、当クラブの退会は

l

どのような理由で退会するのか明確にしなく

ロータリー財団部⾨分科会
植⽥幸嗣 次期ロータリー財団委員⻑

ては、維持は出来ない．

l

クラブも⾼齢化になって来ているので、息⼦さ
ん、お嬢さんに交代して頂き若返りをはかる．
と⾔うガバナーもいます．

⽶⼭記念奨学部⾨分科会
川⼾広樹 次期⽶⼭記念奨学会委員⻑
会場 ⼤ホールの下の第⼀リハーサル室
⽶⼭記念奨学会 財源はすべて会員の寄付、

⽇本の⼈⼝ 1 億１千６００万⼈最⾼ピーク時

⽇本独⾃の事業、国内全 34 地区の多地区合同

は１億２８００万⼈２０４０年には１億を割

活動

ると⾔われている．⻭⽌めが効かない．ロータ
リークラブも増強・維持は⼤きな課題で有る．
⼊会２年〜３年後に退会する多くは、クラブ⾏

⽀援の対象は外国⼈留学⽣ ⽇本の⼤学・⼤学院
などで学ぶ外国⼈留学⽣
2018・4 ⽉採⽤留学⽣数 852 ⼈、事業費 14

事、参加意識が得られなかった．他にする事が

億円、国内最⼤(外国⼈留学⽣の奨学⾦)

有り出席義務が困難であった．

累計 世界 127 の国と地域から 2 万 396 ⼈を

３年から５年で退会する⼈は、期待した親睦が

⽀援（アジアに限らない）

得られなかった．指導者に対して不満を抱いて

⽬的 未来に向かっての平和の架け橋を掛け

いた．

る「平和への⼈づくり」で国際奉仕事業
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貧しい留学⽣への⽀援ではない。

1 ⽉末 世話クラブへ連絡（カウンセラー選出

世話クラブ・カウンセラー制度

は 11 ⽉までに）

世話クラブと会員⼀⼈のカウンセラー ⽇常

4/5 カウンセラー研修会・⽶⼭奨学⽣オリエ

の相談役・交流の橋渡し役

ンテーション

カウンセラーの役割

カウンセラー研修会は 4 ⽉ 9 ⽉の 2 回開催

原則⽉ 1 階の例会訪問の⽇時調整、例会場まで

⽶⼭振込⽤通帳を別に作成してください．終わ

の交通機関がない場合最寄駅より送迎．

っても残してください．

世話クラブの⾦銭的負担
毎⽉の奨学⾦は事前に振込まれる．補助⾦年間
4 万円(7 ⽉頃)交通費地区補助⾦
ホームステー先を⾒つける必要はない．
奨学⾦ 学部 ⽉ 10 万円、修⼠・博⼠ ⽉ 14
万円
4 ⽉分は地区オリエンテーションで渡す．5〜
次年度 3 ⽉まで毎⽉クラブ例会に出席して受
け取る．⽉訪問を⽋席した場合は翌⽉ 2 か⽉渡
さない．2 回来てもらって 1 回 1 か⽉分渡す．
寄付額 34 地区個⼈平均 16068 円 第 2630 地
区個⼈平均 10621 円 鈴⿅⻄ 8200 円
世話クラブ選出について 5 年に 1 回世話クラ
ブをお願い (鈴⿅⻄は次々年度か)
⼤学からの距離・クラブ⼈数に配慮なくすべて
の RC に順番に依頼する．
事前説明会 11 ⽉ 3 ⽇
10 ⽉は⽶⼭⽉間 ①DVD15 分 ②ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ 25
分 ③奨学⽣に依頼する（8 ⽉中に申込）
スケジュール（2020・04〜）
6/9 奨学⽣募集説明会 7〜10 ⽉ 各⼤学に
て募集活動
11 ⽉ 第⼀次書類審査 11/3 世話クラブ
事前説明会（次期）
1/18・19 第⼆次⾯接試験（2 ⽇間） 世話
クラブ広報委員会

クラブ決定会議

会報担当︓藤井光彦
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