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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 1630 回例会 2020 年 2 月 18 日(火)

いうテーマは、非常に大きな問題に感じてしまうの

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ 大ホール

ではないでしょうか．
世界に目を向ければ、このような紛争や内戦が未

例会進行: 柴田友美 ＳＡＡ
開始: 12：30 終了: 13：30

だ行われており、それによって苦しい思いをしてい

点鐘: 会長 服部高宣

る人々は数えきれないほど多くいるのが現状です

ソング: それでこそロータリー

が、身近な出来事として捉えられないほど平和な日

ソングリーダー: 勇理維子会員

本に暮らしていることと、テーマの壮大さにより、

会長挨拶

紛争ということにピンとこない若者も多いと思い

服部高宣 会長

ます．
しかし、問題解決の為には、まずは多くの人に問
題を知ってもらうことが大切であり、海外ボランテ
ィアを開催する目的の一つは、その団体が取り組ん
でいる問題への理解者を増やすことにあると言い
ます．参加者に現地を訪れてもらえれば、問題を実
感し、より深く理解をしてもらえると考えます．そ
の参加者が帰国後に、体験や感じたことを友人や家
族に話したり、ＳＮＳに記事にしたりすることによ
今月は、
「平和と紛争予防／紛争解決月間」とい り、より多くの人に問題を知ってもらうことが出来
うことで、前回は『ロータリー平和フェローシップ』 るのです．
についてお話をさせて頂きました．

ただ、前回の例会でも「日本からのロータリー平

紛争という言葉を耳にすることはあっても、日本 和フェローへの参加者」は非常に少なく、いったん
では身近な出来事として捉えられない人も少なく

勤めた勤務先を辞める、あるいは長期休暇をとると

ないと思います．「紛争」とは、揉め事や争い事を いうキャリアパスが、現在の日本ではなかなか描き
指す言葉ですが、主に対立する勢力が武力衝突する にくいことが大きな要因ではないかというお話を
「武力紛争」をイメージする言葉となります．その させて頂きましたが、それに加え、紛争が激化する
ようなイメージからも、
「紛争予防や紛争解決」と 地域へ出向くことは非常に勇気のいることだと思
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います．

鹿商工会議所 4Ｆ大ホール

数年前のことですが、私の保育園で保育士をして

※当日は 9 時にご集合ください

いた職員から「ＮＧＯに参加をしたい」と相談を受

※昼食（お持ち帰り用弁当）を用意いたします

けたことがありました．もちろん、いったん退職を

＊2020 年 3 月 24 日（火）⇒3 月 21 日（土）

しての参加になります．もともと子ども達に対する

創立 35 周年記念式典のためコンフェット鈴鹿

愛情も深く、また大胆に遊ぶ思い切りの良さも持っ

平安閣

ていたタイプでしたが、まさかＮＧＯへの参加を考
えているとは思いもよりませんでした．しかし彼女
の思いは揺るぎないものだったので、退職を受け入
れ、帰国後に復帰をするのであれば喜んで採用する
から、元気で頑張って来いと言葉を掛け見送りまし
た．
数年後、帰国した彼女は元気な姿で訪ねて来てく
れました．もともと愛情深く思い切りの良い彼女が、
さらに大きな人間になっているように見えました．
「聞いてほしい話がある」と言う彼女を前に、私は
2.鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変更

心の中で『このような貴重な経験をしてきた保育士

のお知らせ

に育てられる子どもは幸せに違いない．復職を望ん

鈴鹿シティＲＣ：2020 年３月４日（水）会場都

でくれたら即受け入れたい』と思いました．

合の為鈴鹿商工会議所

しかしそんな彼女の口から出た言葉は、
「私、向

鈴鹿ＲＣ：2020 年 4 月 1 日（水）春の家族親睦

こうで知り合ったイギリス人と結婚することにな

旅行のため彦根城

りました！！」という報告だったのです．

4 月 29 日（水）法定休日

彼女の愛情の深さと思い切りの良さは、どうやら

5 月 6 日（水）法定休日

私の想像をはるかに上回っているようでした．

亀山ＲＣ：2020 年 3 月 23 日（月）特別休会

このように、帰国後に復職となるかどうかは未知

3.ガバナーノミニー決定宣言

ですが、職場を離れて参加した者が復帰しやすい環

2022-23 年度ガバナーノミニー

境を作るのもまた、企業側として出来る「紛争予防

氏名：高橋 伸治（たかはし しんじ）様

/紛争解決」への応援ではないかと感じました．

職業分類：非鉄金属卸（高橋金属㈱ 代表取締

幹事報告

役社長）

藤野恵子 幹事

学歴：慶応義塾大学 経済学部（1975 年卒業）

1.当クラブ例会変更のお知らせ

ロータリー歴：1999 年 7 月 2 日 岐阜 RC

＊2020 年 3 月 3 日（火）⇒3 月 8 日（日）2019

入会 2016～17 年度

年度鈴鹿市児童詩コンクール表彰式のため鈴

岐阜 RC 会長

4.2020-21 年度版ロータリー手帳注文について
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1 冊 ￥600+消費税

になり有難うございました．

5.次週 2 月 25 日（火）例会終了後、第 11 回理 ※柴田友美：ＳＡＡの柴田です．事情があって 2 月
事・役員会を事務局にて開催致します。

25 日より 4 月 20 日まで休会させて頂きます．
ＳＡＡの皆様、会員の皆様にはお世話をお掛けし

委員会報告

ますが、宜しくお願いいたします．特に岸本副委

＊三クラブゴルフコンペのご案内
加藤

員長宜しくです！

稔 ゴルフ部会部会長

※大泉源之：世古口さんの弘仁会グループの発展を
祈念します．いつも会報ありがとう．
岩崎 透：世古口さん、弘仁会便り何時もありがと
うございます．素晴らしいご活躍、尊敬の念をも
って拝見しています．
服部高宣：会員宅話、楽しみにしています．

出席報告

杉村吉雄 出席委員長

正会員 38 名中 24 名出席．出席率：68.57％

本日のプログラム

「会員卓話」
＊杉﨑雅代会員

ニコニコボックス報告

岩崎

透 親睦・家族副委員長
順不同・敬称略

※印：多額

※杉村吉雄：亡き父 杉村保夫の葬儀に大変お世話
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＊田中 通会員

＊寺田有子会員

会報発行担当：寺田有子
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