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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 11 ⽉ 8 ⽇(⽕)第 1698 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: 森 喜代造 副ＳＡＡ 
点鐘: 会⻑ 藤野惠⼦ 
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︓鈴⿅市保護司会 会⻑ 太⽥正明様 

研修部⻑ 澤内喜代⼦様 

 
会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

10 ⽉ 23 ⽇の地区⼤会での講演の内容をお話

しします。「地域経済とレジリエンス」と題して、

⼤学院⼤学⾄善館教授 枝廣淳⼦さんの記念講

演がありました。 

まず、レジリエンスとは何でしょうか︖最近

時々⽿にすることがありますが、困難や逆境を

乗り越え回復する⼒、復元⼒のことです。 

 地域が ⾃分の⾜で⽴てるようになるために

は、それぞれの経済がしっかり回ることが不可

⽋です。補助⾦や交付⾦でなんとかすればいい

やではなく、それぞれの地域が⾃分たちで経済

をまわしていくことが必要です。地域経済を⼀

つのバケツと考えると補助⾦を引っ張ってきた

り、観光客に来てもらったりと、地域経済とい

うバケツに⽔を注ぐよういかにお⾦を⼊れるか

を⼀⽣懸命にやってきたと思われます。でもこ

の⼊ってきたお⾦が、ほとんどすぐに外に出て

⾏ってしまうとただの「漏れみず」です。⼊っ

てきたお⾦が地域の中で何⼈もの⼿をわたって、

何度も回るという循環ができれば同じお⾦も作

り出す富は⼤きく違ってきます。いま、枝廣さ

んが北海道の下川町で⾏っているのは、電⼒、

暖房、給湯などの熱もあわせて 13 億のエネルギ

ー需要があるが、⽯油、⽯炭を使うとすべて外

にでてしまうが、それを町の中で作るバイオマ

スに代える取り組みを進めている。それによっ

て3億円分の燃料費が下川町に残ることになり、

林業をしていた⼈の雇⽤、エネルギー業者にお

⾦が回るようになった。要は「漏れみず」をふ

さぐことが地域を潤すことになっていくのです。

このようにバケツの⽳を防ぐことは、まさしく

今のロータリーでの会員維持、増強についても

いえることではないでしょうか。バケツをいっ

ぱいにすることに⼼を砕きそこの⽳に気づかず
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にいることで、会員減少が起こってしまいます。

レジリエンス復元⼒は今の⻄クラブにおいても

⼤いに必要なことであると感じました。 

 
幹事報告         江藤隆仁 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

◇11 ⽉ 22 ⽇（⽕）休会 

◇11 ⽉ 29 ⽇（⽕）ロータリー財団地区

補助⾦プロジェクト（鈴⿅市第⼆療育セン

ターへ砂場の寄贈）のため 

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︓11⽉２⽇（⽔）・9⽇（⽔）会

場都合の為⽩⼦ストーリアホテル 

11⽉ 23⽇（⽔）特別休会 

11 ⽉ 30 ⽇（⽔）紅葉狩り例会の為奈良公

園・若草⼭周辺 

鈴⿅ＲＣ︓11⽉ 23⽇（⽔）法定休⽇ 

⻲⼭ＲＣ︓11⽉ 7⽇（⽉）・14⽇（⽉）短縮

例会（新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の

ため） 

11⽉ 21⽇（⽉）⇒20⽇（⽇）三重県イン

ターアクト協議会のため関⽂化交流センタ

ー 

11⽉ 28⽇（⽉）⇒25⽇（⾦）創⽴ 31 周

年記念例会のため彦兵衛 

3. 2025-26 年度ガバナー候補者の推薦に

ついて 

推薦書の提出期限は、2023 年 1 ⽉ 20 ⽇

までに地区指名委員会宛てです。 

4. 2022 年 11⽉ロータリーレートは、1 ドル

148円です。 

5. 第45回インターアクト年次⼤会報告書及び

ＤＶＤを頂いております． 

6. 11⽉ 17⽇（⽊）鈴峰ゴルフ倶楽部で開催

されます、鈴⿅ＲＣ・鈴⿅シティＲＣ周年

合同チャリティゴルフ⼤会の組合せ表を参

加者へ配布してございます。 

7. 本⽇例会修了後、第8回理事・役員会を事

務局において開催致します。 

鈴⿅市保護司会の現状について 

鈴⿅市保護司会 会⻑ 太⽥正明様ならびに研

修部⻑ 澤内喜代⼦様 
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委員会報告 

 
＊11 ⽉度諸事お祝い 

柴⽥友美 親睦・家族委員⻑ 

 【会員誕⽣⽇】⽥中 通会員，岩崎 透会員， 

  ⽥中洋⼆会員 

 【結婚記念⽇】世古⼝弘⼦会員 

＊神⼾中学校出前講座（11 ⽉ 7 ⽇）の報告 

  沖 俊成鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐、 

  森喜代造⻘少年奉仕委員⻑、⽥中 通会員、 

  川⼾広樹会員 

 

 

＊ロータリーの友 11 ⽉号紹介 

川⼾広樹クラブ広報委員⻑ 
 
出席報告       眞⼸純⼀ 副幹事 

正会員 29名中 16名出席．出席率︓69.56％ 

 
 

 
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 

※多額 

※⼭崎ていじ︓中々出席出来ず申し訳ありま

せん．今度、11 ⽉ 27 ⽇四⽇市都ホテルで

のディナーショーではお世話になります．

「感謝」 

※世古⼝弘⼦︓①本⽇は皆様との再会温かく

お迎え頂き嬉しかったです．ていじさんも

忙しく全国からオファーを頂き中々お会い

できません．②私もていじさんも皆様に会
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えずストレスでしたが、皆様に⽀えられて、

ていじさんは幸せです．私はリバビリにも

う少し頑張ります． ③11/27（⽇）ていじ

さんのディナーショーには沢⼭の⽅にご協

⼒頂いて感謝しております．有難うござい

ます． 

⽥中 通︓太⽥会⻑、澤⼝様、宜しくお願い

します．  

野間芳実︓本⽇は保護司会の太⽥正明君の卓

話宜しくお願い致します． 

森 喜代造︓本⽇の例会ありがとうございます．

11⽉のお誕⽣⽇の皆さんおめでとうござい

ます． 

勇 理維⼦︓多くの皆様からご意⾒、ご提案を

頂きありがとうございます．参考にさせて

頂きます．まだの⽅、是⾮提出お願い致し

ます． 

柴⽥友美︓岩崎さんのオフィスを⾒学させて

頂きました．ステキでした︕世古⼝さんの

復帰⼤変嬉しいです︕ 

沖 俊成︓・世古⼝さん元気で良かったです． 

・講師派遣で森様、川⼾様、⽥中様、御苦労

様でした． 

江藤隆仁︓世古⼝様お元気そうで安⼼しまし

た︕ 

⽥中洋⼆︓ウクライナの紛争が⼀⽇も早く終

わりますように． 

 

 

 

 

 

 

本⽇のプログラム 

「ロータリー財団⽉間に因んで」 

杉村吉雄ロータリー財団委員⻑ 

 
 「ロータリー財団研修（補助⾦管理）セミナーの

報告」 
                       藤野惠⼦会⻑ 

11 ⽉ 7 ⽇（⽉）神⼾中学校 出前講座 

 
森喜代造 ⻘少年奉仕委員⻑ 

 
 ⽥中 通会員 

 
川⼾広樹会員 

会報発⾏担当︓川⼾広樹 


