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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 7 ⽉ 26 ⽇(⽕)第 1688 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 
開始: 12︓30 終了: 13︓30 
例会進⾏: ⼩林英将 副ＳＡＡ 
点鐘: 会⻑ 藤野惠⼦ 
ソング︓ 四つのテスト 
ソングリーダー︓ 服部⾼宣会員 

 
会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

皆様こんにちは。7 ⽉ 21 ⽇に、会⻑、幹事、

社会奉仕委員⻑⼩林会員とともに、鈴⿅⻄プロ

バスクラブの定時総会に出席しました。会員数

は 24 名、平均年齢は 80 歳とのことでした。 

2022 年 7 ⽉より 1 名の新⼊会員が加わり 25 名

となりました。ちなみに昭和 11 年⽣まれの男性

です。御年 86 歳ですが、かくしゃくとしていら

っしゃいました。皆さんはすでにご存じだと思

いますが、私勉強不⾜でプロブスクラブとは何

ぞやと⾔う感じでしたので、少し調べてみまし

たのでお話をさせていただきます。 

プロブスクラブは、世界各地のロータリークラ

ブが、その社会奉仕事業の⼀環として退職者 

およびセミ退職者のために作った親睦団体で、

義務として強制されない社会奉仕団体でもあり

ます。プロバスとは professional(専⾨職)の

PRO と businessman(実業家)の Bus を合成し

た造語です。ラテン語の Probus(誠実)という⾔

葉からも援⽤したとの説もあります。 

発祥は、48 年前の 1966 年にイギリスイングラ

ンドのケイターハム・ロータリーがスポンサー

となって創ったと伝えられています。2008 年に

は、世界中で 4000 クラブ、40 万⼈近い会員が

います。 

会員は、プロビアン（probian）と通称する。ロ

ータリーの会員を⾼齢で引退した⼈のための親

睦の場としてのプロバスクラブという意味合い

がある。ロータリアンとの競合を避けるためプ

ロビアンは、60 歳もしくは 65 歳以上であるこ

とが年齢制限とされてきた。 

会員資格としては、かつて知的職業もしくは管

理職にあった⼈、もしくはその伴侶であること

が望ましいとされる。現在ロータリアンを兼ね

ているプロビアンが約 10%ないし 20%程度存

在するとみられている。⽇本では、103 クラブ

が活動しており、約 2700 ⼈のメンバーがいま
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す。 

 鈴⿅⻄プロバスクラブは、25 名中 3 名が⼥性

です。例会は⽉ 1 回で、⾏事内容もとても楽し

そうでした。なによりも皆さんがとても元気で

明るいところが印象的でした。 私も年齢的に

は⼗分資格があるなあ・・・・でもまだ・・・・

といろいろ思いながら参加させていただきまし

た。 

 
幹事報告         江藤隆仁 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 
＊8 ⽉ 9 ⽇（⽕）休会（祝⽇規定） 
＊8 ⽉ 17 ⽇（⽕）特別休会 

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 

  鈴⿅シティＲＣ︓7⽉⽉２７⽇（⽔）１９︓

００〜１９︓４０短縮例会（新型コロナ

ウイルス感染拡⼤防⽌の為） 

８⽉３⽇（⽔）１９︓００〜１９︓４０

会場都合・短縮例会（新型コロナウイル

ス感染拡⼤防⽌の為）⽩⼦ストーリアホ

テル 

   ８⽉１０⽇（⽔）特別休会 

   ８⽉１７⽇（⽔）・8⽉ 24⽇（⽔）・8⽉

31⽇（⽔）１９︓００〜１９︓４０短縮

例会（新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌

の為） 

 

3. クラブ研修リーダーセミナー開催について 

  ⽇時︓2022 年 8⽉ 27⽇（⼟）受付・昼⾷︓

11︓00〜点鐘︓12︓30終了︓14︓40 

  場所︓岐⾩グランドホテル 

  登録料︓￥6，000／1⼈ 

  出席者︓川⼾広樹 クラブ研修リーダー 

4. 地区⼤会のご案内 

  開催⽇︓2022 年 10⽉ 22 ⽇（⼟）・23⽇

（⽇） 

場所︓⻑良川国際会議場 

登録料︓会員￥10，000・パートナー、ロ 

ータリー関係団体￥5，000・歓迎晩餐会

￥18，000 

※詳細については配布してあります案内⽂ 

書、チラシをご参照ください。 

5. 本⽇例会終了後、第 4 回理事・役員会を事

務局において開催致します。理事役員はご

参集ください。 

6. 受贈誌︓2022-23年度計画書︓津ＲＣ 
  
本⽇の⾏事 

＊新会員⼊会式 ⽥中洋⼆様 

 推薦者 加藤 稔会員 
 

 
所属︓親睦・家族委員会 柴⽥友美委員⻑ 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

3 
 

委員会報告 

＊ロータリー3 分間情報 

  川⼾広樹 クラブ広報委員⻑ 

出席報告     服部⾼宣 出席委員⻑ 

正会員 29 名中 16 名出席．出席率︓77.27％ 

・ゴルフ部会報告 

⽥中さんの⼊会式の⼤役で加藤部⻑に代わりま

してロータリーコンペについてお願いします。

前年度は加藤会⻑が⼤変な思いで⼿配などされ

ていましたが、今年度は岩崎さんが会計、岸本

が⼈集めで頑張るからと今年度も加藤部⻑にお

願いしました。⼀⼈でも多くに参加で楽しく過

ごすことがロータリーの親睦で、会員維持増強

に繋がると思います。それでこそロータリーで

す。今年度の予定表を配布しますが、多数のご

参加をお願いします。 

ニコニコボックス報告       

岸本春雄 親睦・家族委員 

敬称略・順不同 

⽥中洋⼆（新会員）︓宜しくお願いします． 

藤野惠⼦︓⽥中様、⼊会おめでとうございます．

末永くよろしくお願いします． 

江藤隆仁︓新会員 ⽥中様、今後共宜しくお願

いします． 

加藤 稔︓⽥中洋⼆さん鈴⿅⻄ロータリークラ

ブへようこそ． 

岸本春雄︓⽥中さんの⼊会おめでとうございま

す． 

勇理維⼦︓⽥中洋⼆様ご⼊会おめでとうござい

ます．歓迎致します． 

⾐斐信⾏︓⽥中洋⼆様を歓迎． 

柴⽥友美︓⽥中さんの⼊会おめでとうございま

す．親睦・家族委員会のメンバーとして⼤歓

迎します︕ 

岩崎 透︓⽥中洋⼆さん⼊会うれしいね－．ゴ

ルフもよろしく． 

沖 俊成︓⽥中洋⼆様、⻘森でもお世話になり

ました．これからもよろしくお願いします 

野間芳実︓⽥中洋⼆の⼊会を歓迎して． 

 

本⽇のプログラム 

「ロータリー財団研修セミナーの報告」 

開催⽇︓2022 年 7 ⽉ 23 ⽇（⼟） 

藤野惠⼦ 会⻑ 

 当初対⾯式セミナーの予定でしたが、コロナ

感染拡⼤のため急遽オンラインにての開催にな

った。セミナーの概要について、お話させてい

ただきます。 

 ⾼橋ガバナーの挨拶のなかで、ウクライナへ

の⽀援について、2630 地区は前浦⽥ガバナーの

ご英断で、地区活動資⾦（ＤＤＦ)10 万ドルと当

クラブの皆様⽅にもご協⼒いただきましたが、

地区内メンバーからの募⾦ 7 万 5000 ドルを災

害救援基⾦に送ったこと。さらにこの災害救済

基⾦を利⽤して、ウクライナに消防⾞を 1 台提

供したことが報告されました。 

この災害救援基⾦もロータリー財団のプログラ

ムの⼀つです。 
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次に 6 ⽉までＲＩのネットワーキンググルー

プａｎｄ奉仕グループ委員会の委員であった現

名古屋和合ロータリー会⻑の福⽥哲三様の「ア

ジアのロータリーとグローバル補助⾦事業につ

いて」と題しての講演がありました。 

アジアでの会員数でいうと、1 位インド

158,000 ⼈、2 位⽇本 86,000 ⼈、3 位韓国

62,000 ⼈、4位台湾 33,000 ⼈の順です。ロー

タリー財団の新しい取り組みとして未来の夢計

画が 2013/14 年度から始められています。従来

のロータリー財団本部主導からロータリアン主

導に変化しています。ロータリアンが⾃ら事業

を計画し⾃ら事業に寄付⾦を利⽤して活動を⾏

うようになってきています。 

 
 アジアの各国においては、マレーシア、ネパ

ールでの院内感染の予防管理、インドネシアの

⽩内障の⼿術、タイでの農業技術研修、パキス

タンでポリオ移動図書館の寄贈、アフガニスタ

ンの⼥⼦教育プロジェクトなど様々な事業が⾏

われています。グローバル補助⾦事業は海外の

ロータリアンと⾏う共同事業であり、国際パー

トナーと実施国が地域社会の問題を共有してい

くことが⼤切。また、グローバル補助⾦事業の

苦労話としてＮＰＯなど他団体への丸投げによ

って資⾦管理、報告書などのルールが共有され

ていない。相⼿側 クラブの 1 ⼈、2 ⼈の会員

だけを相⼿にしていてコンセンサスがない。ま

た、ガバナー、地区財団委員会のサポートがな

いなどを挙げていました。ちなみに 2760 地区

では、名古屋栄でワールドフードプラスふれあ

いフェスタを開催しており今年で 9 回⽬の開催

となるそうです。そこで得たお⾦は、財団、ポ

リオ寄付、アジアの⼈道⽀援に使われるそうで

す。 

 つぎに、ロータリー財団各⼩委員会より補助

⾦概要、地区補助⾦、グローバル補助⾦、ＶＴ

Ｔ、奨学⾦、学友の説明があり、ポリオプラス

⼩委員会からポリオ根絶に向けての 2021- 

2022 年度の⽬標が、年次基⾦とポリオプラスへ

の寄付を増やしつつ、2025 年までに恒久基⾦を

20 億 2500 万ドルまで成⻑させると⽰された。

また、10 ⽉ 24 ⽇の世界ポリオデーに向けて⾼

橋ガバナーよりプロジェクトを組んでほしい意

向があり、2630 地区としてポリオ根絶のバス

(岐⾩バス、三重交通バス)のラッピング、ポリオ

根絶の街頭募⾦を⾏い、新聞などに発表し認知

度を⾼めていきたい。 

 ロータリー財団補助⾦の活⽤の紹介が関ロー

タリークラブと岐⾩加納ロータリークラブより

なされたので簡単にご紹介をします。 

 関ロータリークラブでは、「関市事故・⾃然災

害防災ならびに避難マップ動画の作成と放映」

2018 年の河川の氾濫の際、市が⽤意している防

災政策が市⺠にうまく浸透していなかったとい

うことに気づき市内における事故、⾃然災害に

対する防災の問題点を解決し地域の発展に貢献

できる事業をとの思いで⾏った。現地を調査し

防災マップを⾳声と動画で作成し、⽇本語以外
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の⾔語にも配慮した。避難所の状況、ボランテ

ィアの受け⼊れ情報、市の提供する情報などを

放送できるよう⼤型テレビモニターも設置でき

るように贈呈をした。 

 岐⾩加納ロータリークラブでは、「加納の歴史

⽂化継承プロジェクト」と銘打ち中⼭道加納宿

まちづくり交流センターに加納の歴史と⽂化を

伝える和傘、野外には千場和傘、屋内には野点

和傘を展⽰し、加納城の復元ジオラマを地元の

中学、⾼校⽣に制作してもらった。 

加納の歴史と⽂化を伝える動画の制作・上映も

⾏われている。資⾦については、財団補助⾦、

クラブよりの拠出⾦のほかに クラウドファン

ディングにより広く集めた。このことによりロ

ータリアン以外にも広くアピールすることがで

きた。楽しみながらの資⾦集めができたこと、

これが本当のロータリーの資⾦集めのような気

がした。という辻パストガバナーのお⾔葉があ

りました。 

 以上がセミナーの概略です。11 ⽉ 5 ⽇は補助

⾦管理セミナー、来年 3 ⽉のＰＥＴＳの際に、

次年度の補助⾦を使⽤する事業を次期の⽅で検

討しておいてくださいとのことでした。 
 
 
 

 

 「ＩＭ全体会議」 

   ⾐斐信⾏ ＩＭ実⾏委員⻑ 

開催⽇ 2022年9⽉24⽇（⼟） 
会場  コンフェット鈴⿅平安閣         
スケジュール 
 11:00~13:15 ガバナー・会⻑・幹事懇談会 
13:30~14:30 ガバナー公式訪問合同例会 

 14:40~17:40 インターシティミーティング 
   第 1 部 基調講演 
   第 2 部 パネルディスカッション 
 18:00~19:30 懇親会 
 

 
 

･ 重要な⾏事ですので全員参加でお願いします。 
･ 各ご担当の役割の確認をお願いします。 
･ 実⾏委員会︓各委員会の委員⻑で組織、IM 全

体の統括。準備を勧めながら定期的なミーティング 
･ 登録・受付︓登録・受付管理と来賓の接待 
･ 会場設営︓合同例会、IM・分科会、懇親会会場

の準備等を平安閣の職員と共に設営 
･ 進⾏・親睦会︓合同例会、IM と懇親会の進⾏ 
･ 記録︓当⽇の記録と記録誌刊⾏ 
･ パネルディスカッション︓発表者との打合せ、当⽇の

机などの設営、マイク等の設備確認 
コーディネーター︓服部⾼宣会員 
 
 
 

 
会報発⾏担当︓川⼾広樹 


