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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; 

2022 年 5 ⽉ 10 ⽇(⽕)第 1679 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4 階 ⼤ホール 
開始: 11︓30 終了: 12︓15 
例会進⾏: ⾐斐信⾏ 副ＳＡＡ 
点鐘: 会⻑ ⽥中 通 
ソング︓ 君が代 奉仕の理想 
ソングリーダー︓ 服部⾼宣 副ＳＡＡ 

 
会⻑挨拶         ⽥中 通 会⻑ 

 
みなさん、こんにちは︕3 週間ぶりの例会となり

ます。みなさん、楽しい GW を過ごされました

でしょうか︖ 

私の⽅は⼩ 3 息⼦と⼩ 1 娘の相⼿で楽しいなが

らもハードなGWで、未だに疲れが取れません。 

今回は平⽇が 5/2 と 5/6 の 2 ⽇ありましたが、

⼩学校⾏事への対応で 2 ⽇ともお弁当を作る必

要がありまして、⼦どもがいる家庭では息抜き

無しの 10 ⽇間だったと思います。 

そして最終⽇ 5/8 は「⺟の⽇」 ― 当クラブに

も⺟親の会員がいらっしゃいますね。⺟の⽇お

めでとうございます︕そして、ありがとうござ

います。⼈類が存在しているのは⺟の愛のおか

げです。 

表現はそれぞれ異なりますが、⾃分を愛し、⽀

えてくれる⼈への感謝は世界共通です。 

ロータリーの「⺟⼦の健康」の重点分野では、

⺟親と⼦どもが健康な⽣活を送るための⽀援を

提供しています。次年度は初の⼥性会⻑を輩出

する国際ロータリーでも、この分野が拡充され

ていくことを願います。 

⼥性に関しての最近のニュースでは，ベネズエ

ラのローターアクター マリア・バレンティー

ナ・マルティネス・ベロ（Ing. Boris Walter ロ

ーターアクトクラブ会員）が，がん患者とのフ

ァッションショーを企画して「超我の奉仕賞」

を受賞されました． 

このプロジェクト(Rotaract Juntos por una 

VIDA Color de Rosa)では、10⽉の 1カ⽉間を

乳がん患者のための奉仕に捧げ、以下 4 つの⽬

標に取り組みます。 

・講演を通じて認識を⾼める。 

・美容室から髪の寄贈を集める。 

・バザーを開催し、検査、薬、治療のための資

⾦を集める。 

・10⽉末にファッションショーを開催する（が
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ん患者の⽅がモデルとなり、地元デザイナー

の服を披露します）。 

その様⼦が，国際ロータリーの Web サイトや

Twitter などの SNS でも⾒ることが出来ますの

で，関⼼がございましたら，⾒ていただけると

幸いです． 

⼥性，Rotaract が今の RI では実に関⼼が⾼いこ

とがわかります． 

そして，4 ⽉にご厚志いただきましたウクライナ

への⼈道⽀援義援⾦，ありがとうございました． 

こちらは沖幹事の幹事報告で詳細を報告してい

ただきます． 

国際ロータリーでも，欧州各地でローターアク

ト会員がデジタルツールを駆使して情報を共有

し、#ウクライナの戦争で被災した⼈びとを⽀援

していることが，⼤きなインパクトにつながっ

ています。 

ウクライナのある地区ローターアクト代表が作

成したオンライン・プラットフォームを通じて、

数千⼈のウクライナ難⺠のためのシェルターを

⾒つけることができるようになっています。 

欧州各地で、ローターアクト会員がデジタルツ

ールを使って情報を共有し、ウクライナの戦争

で被災した⼈びとを⽀援するために連携してお

り，世界 40カ国以上のクラブが加盟する欧州の

ローターアクト多地区合同情報組織（通称

「Rotaract Europe」）を通じてグローバルネッ

トワークを活⽤し、被災地のニーズに合った⽀

援を⾏ってきました。早くウクライナの地に平

和が戻ることを祈ります． 

クラブとしても平和をテーマに，5/24の植栽に

臨みます．この件では，連休前に岸本社会奉仕

委員⻑に鈴⿅市都市整備部までご同⾏いただき

ました．岸本さん，ありがとうございました． 

さて，本⽇のプログラムでは，⻘少年奉仕⽉間

に因んで柴⽥友美⻘少年奉仕委員⻑の卓話です． 

実に楽しみです．柴⽥さん，よろしくお願いし

ます． 

5 ⽉最初の例会でプログラムも盛りだくさんで

す．本⽇もよろしくお願いします． 
 
幹事報告         沖 俊成 幹事 

 
1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

5⽉ 24 ⽇（⽕）深⾕公園において、花の植 

替え、植栽 

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会

変更のお知らせ 

⻲⼭ＲＣ︓5⽉ 16 ⽇（⽉）・23 ⽇（⽉）・30

⽇（⽉）18︓30〜⻲⼭商⼯会館２Ｆ 短縮例

会（新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため） 

3. 第 13 回理事・役員会決議報告 

1）5⽉〜6⽉度プログラムについて︓ 

5 ⽉ 10 ⽇ 17 ⽇短縮例会（⾷事は例会終了

後、持ち帰りも可）24 ⽇深⾕公園は詳細決定

次第、発信する． 

5 ⽉ 31 ⽇ 開始 11︓30〜12︓30 （⾷事

は例会終了後、持ち帰り可） 

6⽉ 7 ⽇ 開始 11︓30〜12︓30 （⾷事は
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例会終了後、持ち帰り可） 

6⽉ 14 ⽇は 5⽉ 31 ⽇理事会で決定する． 

6⽉21 ⽇最終例会の詳細内容は会⻑が親睦委

員⻑に確認をする． 

2）世古⼝弘⼦会員の出席免除について【クラブ

定款 第 12条第 3節（ｂ）の要件に該当】︓

定款に従い確認 出席免除を承認． 

3）ウクライナ⼈道⽀援⾦の送⾦について︓ 

会 員寄付総額￥ 81,000  ク ラ ブより

￥19,000 を加え￥100,000 を送⾦する．承

認 

4） ⾷事代（お弁当）の価格変更について︓   

社会情勢と業務内容を考慮の結果 承認．5⽉

1 ⽇以降より． 

4. 2022 年 5⽉のロータリーレートは、１ドル

＝130円です。 

委員会報告 

＊5 ⽉度諸事お祝い 

柴⽥友美 親睦・家族委員 

 
【会員誕⽣⽇】江藤隆仁会員、岸本春雄会員、

久志本敦史会員、伊藤広海会員、勇 理維⼦会員 

＊ロータリーの友 5 ⽉号紹介 

川⼾広樹クラブ広報委員⻑ 

P.6 のロータリーの誕⽣とその成⻑を改めて

読ませていただきました。 

 
＊教師部会（5/8）の報告 

  伊藤雅⽂次期インターアクト委員⻑ 

 
 
出席報告     森 喜代造 出席副委員⻑ 

正会員 32名中 18名出席．出席率︓69.23％ 
 

ニコニコボックス報告 

沖 俊成 幹事 
          順不同・敬称略 

沖 俊成︓地区協・教師部会・増強セミナー等、岐
⾩市内でのセミナーが多く岐⾩⾏きが多い⽇々で
す． 

柴⽥友美︓①⻘少年奉仕⽉間に因んでお時間を
頂きます．②世古⼝さんいつも差し⼊れありがと
う︕  

 
本⽇のプログラム 

「⻘少年奉仕⽉間に因んで」 

柴⽥友美 ⻘少年奉仕委員⻑ 

川⼾広樹⻘少年奉仕副委員⻑ 

ガバナー⽉信の「⻘少年奉仕について」の紹介 

（2021~22 年度地区⻘少年奉仕委員会委員⻑

藤下和也（恵那 RC）） 

ガバナー⽉信 2022。5⽉号参照 
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⻘少年奉仕（Youth Service）（HPより抜粋） 

ロータリーの⻘少年奉仕の関わりは古く、1920

年 N.Y ロータリークラブが地元団体と共済した

「ボーイス・ウィーク」が起源であると⾔われ

ております。1929年⽶国とデンマークのロータ

リアンの⼦弟を相互に留学させホームステイさ

せたのが交換留学の始まり、RYLA は 1959年オ

ーストラリアのロータリークラブが英国⼥王と

⻘少年たちの交流会を開催したのが始まりと⾔

われています。 

1923 年、セントルイス国際⼤会で「善良で健全

な市⺠を育てる」⻘少年奉仕活動が討議。当初

は社会奉仕委員会の⼩委員会として発⾜。次時

代、⻘少年育成の重要性から第五奉仕部⾨と呼

ばれたこともあります。⻘少年交換、奨学⽣、

インターアクト、ローターアクト、ロータリー

⻘少年指導者養成プログラム、職業相談指導、

ロータリー地域共同隊、ロータリー地域社会共

同隊、⾝体障害者の援助、各種野外活動などを

通じて才能と熱意を呼び起こし、奉仕と責任感

を育てることを⽬的としました。（⽤語便覧

2008）インターアクトクラブは 1962 年⽶国フ

ロリダで最初のクラブが誕⽣し、1968 年ロータ

ーアクトが発⾜しました。⻘少年奉仕の 4 つの

プログラムはより良い未来に繋げるロータリー

の重要なプログラムとなり「⻘少年の健全育成」

を⽬指し世界各国で活発に⾏われています。 

･･･以下省略 

 

 
岩崎会員より勤務先変更のご連絡 

 
会報発⾏担当︓川⼾広樹 


