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鈴鹿西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・亀山グループ;

創立:

1985 年 3 月 27 日; RI 認証:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
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;

第 1629 回例会 2020 年 2 月 4 日(火)

は紛争解決に関連した仕事に従事することを目指

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ 大ホール

す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間

例会進行: 柴田友美 ＳＡＡ

です．
その活動の一つに、「ロータリー平和フェローシ

開始: 12：30 終了: 13：30

ップ」があります．

点鐘: 会長 服部高宣

毎年、ロータリー平和センター提携大学で学ぶ奨

ソング: 君が代 奉仕の理想

学生が世界中から選ばれ、ロータリーからフェロー

ソングリーダー: 勇理維子会員

会長挨拶

シップ（全額支給の奨学金）が授与されます．フェ

服部高宣 会長

ローシップには、授業料・入学金の全額、滞在費（宿
舎・食費）、往復航空券、インターンシップと実地
研修の費用が含まれます．
今年も、
「2021-22 年度ロータリー平和フェロー
シッププログラム」の申請書を現在受け付けている
ところです．
選ばれた学生は、平和と開発の分野で研究に基づ
く知識とスキルを学びます．フェローシップの期間
は 15～24 カ月で、学期間の休みにフェロー自らが
計画した 2～3 カ月の実地研修を行います．
２月になりました．今月は、
「平和と紛争予防／

2002 年に創設されて以来、ロータリー平和セン

紛争解決月間」です．そして本日は、国際奉仕委員 ターは 1,300 人以上のフェローを輩出してきまし
会が担当ということで、川岸国際奉仕委員長に後程 た．このようなフェロー達は、現在、115 カ国以上
お話を頂きます．

で活躍し、政府、NGO、軍、教育、法執行機関の

さて、平和と紛争予防／紛争解決月間ですが、こ ほか、国連や世界銀行といった国際機関でリーダー
れは、将来、紛争予防と仲裁に関るリーダーとなる シップを発揮しています．
ことが望まれる若者を対象とした研修の実施、紛争

そんなフェロー達を受け入れる「ロータリー平和

地域における平和構築の支援、平和と紛争予防また センター」は、世界６ヶ国、７つの大学に設置され
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ており、プログラムの運営を行っています．うち６

添付資料の通り、出席者全員の承認を得る．

大学では、平和と紛争解決分野における修士号の取
得を目的とした修士号プログラムを提供しており、
国際基督教大学（ＩＣＵ）はその中でもアジアで唯
一、修士号プログラムを提供する大学として、創立
時の 2002 年より継続して受入れを行っている大
学です．
このＩＣＵで学ぶ平和フェローの国籍は、アジア、
北中南米、アフリカ、ヨーロッパなど多岐にわたり、
そのバックグラウンドも様々ですが、創立の 2002
年から 2014 年の１２年間で参加した 108 名の学 

2020-21 年度ロータリー財団地区補助金申請

生を見てみましても、日本からの参加は２名のみと

について

なっております．

森会長エレクトによる添付資料に基づいた説明

そもそも応募者の数も非常に少なく、３００名近

を受け出席者全員の承認を得る．

い応募者の内、日本人の応募者は５名程度だそうで 

35ｔｈルンピニ RC 歓迎行事について

す．これは、プログラム自体の知名度が日本ではあ

岸本実行委員長より説明を受け、出席者全員の承

まりないということもありますが、
「３年以上の職

認を得る．

務経験」という応募条件により、いったん勤めた就 

35ｔｈ祝賀会の出し物について

職先を辞める、あるいは長期休暇をとって留学する

祝い餅つき、獅子舞いを行うことに、出席

というキャリアパスが、現在の日本ではなかなか描

者全員の承認を得る．

きにくいことも大きな要因かもしれません．

2.2020 年 2 月のロータリーレートは１ドル

適正やニーズを持った潜在応募者が、一歩を踏み

＝110 円とＲＩ日本事務局より連絡があり

出しやすい日本にしていくことが、今後の大きな課

ましたのでお知らせ致します．

題といえるのではないでしょうか．

3.（株）熊平製作所様より「抜萃のつゞり そ

多くの日本人が平和構築専門家として活躍する

の七十九」を頂戴しましたので配布してござ

未来になることを期待しています．

います．
4.公益財団法人 ロータリー日本財団より、確

幹事報告

藤野恵子 幹事

定申告用寄附金領収証が送られてまいりま
したので配布してございます．

1.現・次期理事・役員会（1/28 開催）決議報告


5.和太鼓 志多ら全国ツアー「たすき」のご案

薬物乱用防止指導啓発団体就任について

内

委嘱期間：令和 2 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日



今年も就任することについて承認を得る．

日時：2 月 15 日（土）18：00 開演

2020-21 年度委員会構成について

場所：四日市市文化会館第２ホール
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※詳細については事務局にあるチラシをご
覧ください．

委員会報告
＊2 月度諸事お祝い
勇 理維子 親睦・家族委員長
【会員誕生日】川戸広樹会員、杉村吉雄会員
【結婚記念日】追手風直樹・裕美様、川岸光
男・和子様

＊ロータリーの友 2 月号紹介
寺田有子

クラブ広報委員

＊2019 年度児童詩コンクール表彰式について
衣斐信行 児童詩コンクール委員長
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寺田有子：1 月は全く出席できずすみませんでした．

＊2020-21 年度委員会構成について
森

と、いうことで遅まきながら「あけましておめで

豊 会長エレクト

とうございます。今年も宜しくお願い致します。
」
衣斐信行：3 月 8 日児童詩コンクール表彰式には多
数のご参加お願いします．今年も 3,500 点が集
まりました．その 1％36 人が当日表彰されます．
野間芳実：本日は川岸さんの卓話宜しくお願いしま
す．
世古口弘子：本日は公務の為欠席させて頂きます．

出席報告

本日のプログラム

杉村吉雄 出席委員長

「平和と紛争予防／紛争解決月間に因んで」

正会員 38 名中 22 名出席．出席率：64.70％

川岸光男 国際奉仕委員長

ニコニコボックス報告
岩崎 透親睦・家族副委員長

会報発行担当：寺田有子

順不同・敬称略

服部高宣：川岸国際奉仕委員長、宅話お世話になり
ます．
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