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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 6 ⽉ 7 ⽇(⽕)第 1683 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: 12︓30 
例会進⾏: 服部⾼宣 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︓ 勇 理維⼦ 会員 
ゲスト︓鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 

樋⼝政司様（鈴⿅ＲＣ） 
 
会⻑挨拶        ⽥中 通 会⻑ 

みなさん、こんにちは︕会⻑の⽥中通です。 

本⽇は素晴らしいゲストをお迎えしております。 

国際ロータリー第 2630 地区 鈴⿅・⻲⼭グルー

プ ガバナー補佐 鈴⿅ロータリークラブの樋⼝

政司様です。 

樋⼝ AG、本⽇はようこそ鈴⿅⻄ロータリークラ

ブにお越しくださいました。 

本⽇は当クラブへの最後の AG クラブ訪問とな

りまして、後程、本⽇のプログラムで卓話をい

ただきます。 

樋⼝ AG、本⽇はよろしくお願いします。 

早いもので今⽉末で任期を終えます。 

来週の例会は、公務と重なっておりますので、

この例会場で点鐘しますのも本⽇が最後となり

ます。本⽇は Zoom での例会も今年度最後とな

ります。 

今⽇は寺⽥会員と久志本会員が Zoom での参加

となります。寺⽥さん、久志本さん、こんにち

は︕ 

さて，今年度最終⽉ともなると、いろいろ感慨

深くなります．会⻑エレクト、会⻑と 2 年間、

新型コロナの下でのクラブ運営でした。 

共にご苦労を頂いた会員の皆様、理事・役員の

皆様、事務局の中村様にお礼を申し上げます。 

先週は岡⽥信春パストガバナーから現在の国際

ロータリーについていろいろお話をいただきま

した．Rotary における Rotaractor の Rotarian

のあり⽅の変容に驚くことが多かったように感
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じました．Rotaract Club における年齢制限撤廃

もあり、Rotary Club との違いがますますなくな

っていくように感じました．ちなみに前年度の

Rotaract 地区代表にこの年齢制限撤廃のことを

聞きましたら、会員数減少に困っているところ

でやはり⼤きな話題となっており、従来 30 歳の

制限だったものを 33 歳にまで上げて、それぞれ

のローターアクトクラブで様⼦を⾒ているとの

ことでした。 

Rotary の歴史的転換であり、Rotary は変⾰へと

進んでいます。「伝統」は「変⾰の連続」により

⽣まれると⾔われますが、 

Rotary の 117年の伝統は、今、私たちを「変⾰」

へと誘っています。組織的にも「広報」という

⾔葉ではなく「公共イメージの向上」を⽤いだ

した Rotary ですが、そこで我々が⾒出すべき変

⾰は「企業と Rotary Club との関係の再構築」

なのではないかと思います。 

当クラブはほぼ職業⼈の集まりで、多くの企

業・事業所によって⽀えられています。 

しかし、企業にとっての Rotary Club の位置づ

けは希薄となり、Rotary Club への参加は個⼈の

問題と考える企業が増えています。 

奉仕に価値を追求してきた Rotary Club と社会

的価値を創造しようとする企業との間にずれが

⽣じているのです。企業と Rotary Club の新た

な関係が⽣まれていく必要があるのではないか

と考えます。社会的価値創造を通じて企業と

Rotary Club の関係を再構築していくために必

要なのが、Rotary の公共イメージのより⼀層の

向上なのでしょう。そして、Rotaract や衛星ク

ラブに⾒られる「変⾰」からは、会員制度を⾒

直してクラブ内外の連携を図ることに繋がって

いると考えます。 

会⻑エレクト、会⻑の 2 年間で多くのことを学

ばせて頂きました。7⽉から藤野新会⻑にバトン

タッチをします。会員の皆様には、新会⻑が直

⾯するRotaryの歴史的転換にご協⼒を頂くよう

お願いいたします。私も引き続き貢献できるよ

う努めてまいりますと決意表明をしまして、会

⻑あいさつとさせていただきます。 

本⽇の例会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 

＊⽇時︓6 ⽉ 21⽇（⽕）本年度最終例会の

ため、鈴⿅サーキット 

  ＊⽇時︓6 ⽉ 28⽇（⽕）特別休会 

2. 現（第 14 回）・次期（第 2回）理事・役員

会決議報告 

【2021-22 年度】 

1） 渋沢栄⼀記念館⾒学について・・・添付資

料を会員全員に案内→承認 

2） 6 ⽉度プログラムの確認について 

＊6 ⽉ 7⽇（⽕） ガバナー補佐訪問 例会

時間 11︓30〜12︓30→承認 

＊6 ⽉ 14 ⽇（⽕）例会時間未定→11︓30

〜12︓30 とする 承認 
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クラブ協議会 年間報告・次期に向けて

（次期事業計画について） 

＊6 ⽉ 21⽇（⽕）本年度最終例会 

オープン例会とする。ビジター会費￥３００

０とする。 

＊6 ⽉ 28⽇（⽕）特別休会 

3） 地区職業奉仕委員会（⾼野⼭）開催につい

て・・・案内は会員全員にする。→承認 

【2022-23 年度】 

1）2022-23 年度 年間プログラム案につい

て・・・7/5 追⼿⾵部屋動画配信は問合せ中 

7/26 ロータリー財団セミナー報告を追加

予定 9/13 例会を 10 ⽇夜間例会に変更

（オーシャンテラスにて鈴⿅元気花⽕⼤会）

→承認 

2）2022-23 年度 収⽀予算案について・・・ 

 →承認 

3）岩崎 透会員の職業分類変更について・・・

持株会経営 ➡（変更後）不動産業→承認                                

4）ロータリー財団年次寄附⾦（上半期に＄150）

ならびに⽶⼭特別寄附⾦（下半期に￥3，000）

をそれぞれ会費と併せて徴収することについて 

  →承認 

5）名誉会員（末松則⼦鈴⿅市⻑）の継続につ

いて→７/４市役所市⻑表敬訪問時依頼→承認 

6）ＩＭ登録料の会員負担の徴収について  

登録料の半額を会員負担とし上期会費徴収

時請求→承認 

7）クラブ定款・細則改定委員会 委員の補充

について・・・⽥中 川⼾ 両会員にお願い

する事で 承認。 

8）コロナウイルス落ち着き始めてはいるが、

７・８・９⽉の例会は 11︓30〜12︓15 短 

縮例会で運営をする。 

3. 地区⼤会事務所より 2021-2022 年度地区

⼤会中⽌に伴う登録料の⼀部返⾦（会員登

録料￥10，000 のところ、￥7，000）がご

ざいました。 

4. 2022 年 6 ⽉のロータリーレートは、１ド

ル＝127円です。 

5. 次週 6 ⽉ 14⽇（⽕）例会終了後、13時よ

り事務局において、理事、役員会を開催い

たします。 
 
委員会報告 

＊6 ⽉度諸事お祝い 

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】森喜代造会員、加藤 稔会員 

【結婚記念⽇】岩崎 透・千津代様、加藤 稔・

千江⼦様、伊藤雅⽂・美保⼦様 

＊最終親睦・家族例会について 

       眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑ 

＊ロータリーの友 6 ⽉号紹介 
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川⼾広樹 クラブ広報委員⻑ 

 
出席報告     森 喜代造 出席副委員⻑ 

正会員 32名中 20名出席．出席率︓76.92％ 
 

ニコニコボックス報告       

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑ 

順不同・敬称略 

※多額 

※鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 樋⼝政司

様︓最後の訪問です。よろしくお願い致しま

す。 

⽥中 通︓樋⼝ＡＧ、本⽇はよろしくお願い致

します︕ 

沖 俊成︓樋⼝ＡＧ様、昨⽇はありがとうござ

いました。本⽇もよろしくお願いします。 

岩崎 透︓樋⼝様、今⽇はよろしくお願いしま

す。 

勇 理維⼦︓樋⼝様、今⽇はよろしくお願い致

します。 

野間芳実︓樋⼝政司ＡＧ、本⽇は宜しくお願い

致します。 

森 喜代造︓ガバナー補佐 樋⼝様、本⽇よろ

しくお願いします。 

江藤隆仁︓樋⼝様、本⽇は宜しくお願いします。 

 

本⽇のプログラム 

「ガバナー補佐の卓話」 

鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 

樋⼝政司様 

第３回訪問 

IMを⼊れて第４回⽬の最終の訪問です。30分間

お付き合いください。 

昨年 7 ⽉から AG の⼤役を仰せつかり私なりで

はありますが、⼀⽣懸命に努めてきたつもりで

はありますが、何分若輩者ですのでグループの

ために役⽴つことができたのかは⼤いに疑問だ

と思っております。コロナ禍でもあり以前のよ

うに例会開催もできない時期もありました。少

しずつ平常に戻っていければと願ってやみませ 

ん。 
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7/1から次期AGの⻄ロータリーの沖さんに引き

継ぎます。なんとか無事終えることができそう

なのも皆様のご協⼒のたまものです。この場を

お借りして厚く御礼申し上げます。 

ガバナーノミニーが決まりました。難産だった

ようにお聞きしております。岡⽥パストガバナ

ーのご⼼中をお察し申し上げます。我々のグル

ープの AG ノミニーも無事決まりホッとしてお

ります。時代の流れ中、少⼦⾼齢化の中で、⼈

⼝が減っていく中で、ロータリーの組織⾃体も

変わっていくことを要求されているのかと思い

を馳せます。 

私ごときが論ずる事ではないと思いますが、前

途洋々と思えないのがさみしい限りです。 

さて、浦⽥ガバナー⽅針にのっとりグループで

の活動⽅針に【職業奉仕と増強】を掲げました。

IMも⼊れて 3回は主に【職業奉仕】について取

り組んできたつもりですので、今回は【増強】

について聞いていただきたいと思います。 

5/14（⼟）に地区の増強セミナーが岐⾩にて鈴

⿅ロータリーの地区増強委員⻑の中村薫さん主

催で⾏われました。私には出席義務はなかった

のですが、押し掛けて勉強させていただいてき

ました。 

まず冒頭に浦⽥ガバナーから次年度は是⾮とも

オープン例会を 1 回以上開催して欲しいとおっ

しゃいました。鈴⿅ロータリーでは過去何度か

開催してそれがご縁で⼊会に⾄った⽅もおられ

ます。新⼊会者を募るためだけではなく、ご家

族、社員の⽅にもご参加いただきロータリーは

何をしているのかを⾒ていただく事も有効だと

思います。是⾮開催をお願い申し上げます。 

⼜、⼊会の条件に地理的な制約がなくなったと

も⾔われました。是⾮挑戦してみて下さい。 

次に辻 PG の奥様・辻眞由美ロザリーナさんが

【ご縁】と⾔う題名で公演されました。お⽗さ

んは熊本出⾝・お⺟さんは三重出⾝だそうです。

20 歳で研修⽣として来⽇されました。岩崎 PG

に病気を助けてもらったのがロータリーとのご

縁の始まり、川北 PG には⼩学校の教科書を頂い

て⽇本語を勉強されたそうです。今も⽂章は⽇

本語で書きますが、ローマ字表記だそうです 

⾃分は⽇本に来てたくさんの⼈から助けられて

今があるので、今後はご恩返しに皆さんを助け

られたらと考えていらっしゃるとおっしゃって

⾒えました。多様性と⾔うことについて考えさ

せられるお話でした。 
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次に中村薫委員⻑はロータリーは出会いの場、

知⼈友⼈親友と巡り合える場、そのような場に

⼀⼈でも多くの⽅に⼊ってもらおう︕︕全員が

⼀⼈以上を誘うようにして欲しい。⼊会しても

らえばそれ以上の事はないが、たとえ⼊会に⾄

らずとも声をかけることはできるだろう。⼀⼈

以上に声掛けを実⾏しようと⾔われました。第

⼀回の訪問時にも⾔いましたので繰り返しにな

って恐縮ですが、私がロータリーに⼊って⼀番

良かったと思うのは皆さんと出会えたことです。

ロータリーに⼊会していなかったら知り合えな

かった皆さんとお知り合いになれたことです。

どうかそんな仲間を誘ってみましょう︕︕きっ

と⼊会してよかったと思っていただけると思い

ます。 

では、現在の 2630 地区の現状を⾒て下さい。

2021/7/31と 2022/4/30 の⽐較です。 

残念ながら三重は▲12 ⼈（うち⼥性▲1 ⼈）岐

⾩は＋5 ⼈（うち⼥性は＋3⼈） 

合計▲7 ⼈（うち⼥性は＋2⼈）と⾔う結果です。 

次に川原ＤＥＩ推進⼩委員会委員⻑がＤＥＩに

ついて話されました。ご存じの⽅も多いと思い

ますが、Ｄ︓ダイバーシティ（多様性）Ｅ︓エ

キュリティー（平等）Ｉ︓インクルージョン（包

含・中に包む）と⾔う意味だそうです。ＲＩは

ＤＥＩをロータリーの⽂化に定着させるための

努⼒を義務付けています。 

⾼橋ガバナーエレクトは次年度の⽬標として 

１．⼥性、２．40 歳以下の⼊会の促進。特に⼥

性会員の⽐率を現在の 5.7％から 8％にしたい。

これは73クラブで1⼈ずつ⼊会いただくと達成

できるそうです。 

それと、クラブの質の向上をはかり、⼊って下

さいと⾔うロータリーよりも⼊りたいと思って

もらえるロータリーになろうともおっしゃって

みえました。 

⼥性会員増強については、セミナーで鈴⿅ロー

タリーの森⽇出⼦さんがスピーチしてくれまし

た。鈴⿅ロータリーでは現在 10名の⼥性会員が

おり約 14％占めている。クラブ内では男⼥の性

別に誰もが全くこだわりを持っていないことが、

とても良い雰囲気つくりに役⽴っている。⼥性

会員がおられないクラブは是⾮まず 1 名の⽅に

⼊会いただけると、⼀気に増えていける可能性

が上がる。 

参考に男性は論理的考え⽅をする⽅が多いが、
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⼥性は共感できる考え⽅があれば⼊会しやすい

とも⾔っておられました。男性にも⼥性の知り

合いはたくさん⾒えると思います。積極的に声

を掛けてみましょう。 

鈴⿅ロータリーでは昔友達サイクルみたいに友

⼈知⼈を書き出してみてそこから声掛けをしよ

うとしたこともありました。 

40 歳以下の会員⼊会については衛⽣クラブと⾔

うのをお聞きになったことがあると思います。

簡単にご説明します。スライドを⾒て下さい。

これはロータリーの友 2021/8 ⽉後に掲載され

たものの⼀部分です。興味のある⽅は友をご⼀

読ください。そのような活動を通じて若い⽅と

の接点を増やすことが 40 歳以下⼊会の⼀助に

なると思います。先⽇の鈴⿅⻲⼭グループの会

⻑幹事引継ぎ会議にて鈴⿅シティーロータリー

会⻑エレクトの廣⽥さんから次年度の計画とし

て衛⽣クラブを作りたいとの発⾔がありました。

とても積極的な活動計画にびっくりし我々も挑

戦できればと思いました。 

増強はエンドレスです。どうか会⻑を先頭に⼥

性と若い⽅に声を掛けましょう︕︕ 

最後に【職業奉仕】について、やはりロータリ

ーの友 2021/8⽉号の記事です。 

スライドをご覧ください。 

⼀年間お世話になり誠にありがとうございまし

た。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

会報発⾏担当︓伊藤雅⽂ 
 


