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国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 

 
●四つのテスト唱和 
 
●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 
 地区ＲＹＬＡ委員会 委員長 金山明史様（豊田西ＲＣ） 
 
●本日の卓上花 
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新入会員 柴田奈生子君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 柴田奈生子君 



 
会 長 挨 拶  

 
皆さん、こんにちは。 

 先日も地元の新聞やテレビのニュースで少しだけ取り上げ

られましたのでご存知の方もいるとは思いますが、先々月の 3
月 6 日のロータリーの例会の「生物多様性“Ａｉｃｈｉ目標”

の達成に向けて」という卓話の中で、その時の講師がお話しさ

れました我が碧南市の堀川での侵略的特定外来生物「スパルティナ・アングリカ」、和名では

「コヒガタアシ」と言われるアシの一種なんですが、先月の 4 月 22 日、23 日の駆除作業を

中央中学校の隣のワークマンで、長靴とゴム手袋と合羽を購入して万全の態勢で見学して参

りました。自分でも調べてみるとコヒガタアシというのは、日本で見られるのは大変珍しく、

その場にいた 20 名ぐらいの方々は「なぜ碧南？それも堀川で現れたのか？非常に研究するテ

ーマに相応しいものだ」とおっしゃられておりました。 
 私はバス釣りをやりますが、確かに琵琶湖や野尻湖、知多半島辺りの野池に生えているご

く一般的なアシより根の部分が非常に長く、駆除作業は引き抜くというよりスコップで掘り

起こして丸ごと取り出すという作業の繰り返しでした。新しい事実などが判明した場合は連

絡していただけるそうですので、また皆さんに報告できることもあるかと思います。 
 元号が変わりました。本日の例会もよろしくお願い致します。 
 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 第 10 回理事会報告につきましては、幹事報告書の通りでご

ざいます。 
・ 例会変更のお知らせは、今週はございません。 
・ ロータリーレート変更のお知らせが届いております。1 ド

ル 110 円から 112 円になりました。 
・ ガバナー月信 5 月号掲載のお知らせが届いております。 
・ 碧南高浜防犯協会連合会より「春の安全なまちづくり県民運動の実施について（お願い）」

が届いております。 
・ 本日の例会終了後に第 11 回の理事会を開催致しますので、理事の方はご出席をお願い致

します。 
・ ご連絡が遅れて申し訳ございませんが、本日からクールビズが始まっておりますので、ネ

クタイの着用は必要ありません。よろしくお願い致します。 
 
 
 
 
  

鈴木健三会長 

角谷 修幹事 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
地区ＲＹＬＡ委員会 委員長 金山明史様  卓話よろしくお願いします。 
山中 寛三君  長い間欠席しました。暖かくなったので出て来ました。 

森田 英治君  新入会員 柴田奈生子様の紹介をさせていただきます。 

伊藤 正幸君  清澤さんにすばらしい現代舞踊を観賞させていただきました。 

清澤 聡之君  ５月６日、現代舞踊新人公演無事に成功致しました。伊藤正幸さんには大

変お世話になりました。 

        ５月４日、京都下鴨神社にて娘が禊の儀を無事終え、５月１５日の葵祭・

路頭の儀・社頭の儀に斉王代女人列に参列させて頂きます。斉王代の少し

前を、小袿をまとい、８Ｋｍ歩かせて頂きます。みなさま、ＴＶの前から

応援して下さい。 

竹中  誠君  結婚祝、ありがとうございます。 
平松 則行君  お見舞いありがとうございました。 
樅山 朋久君  基準協会碧南支部の支部長を引き続き務めさせていただくことになりまし

た。引き続きご協力をよろしくお願いします。 
柴田奈生子君  本日より入会させて頂きます。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
 ５日 杉浦 秀延君（還暦） 

８日 榊原  健君   ９日 新美 宗和君  １１日 鈴木 並生君 

１８日 新美 真司君  １９日 山中 寛三君（百歳） 

２０日 鈴木きよみ君  ２２日 永坂 誠司君  ２５日 平松 則行君 

３０日 岡本 耕也君 

 

奥様誕生日 

 ７日 加藤𠀋太郎君の奥様 美恵子様  １２日 梶川 光宏君の奥様 久実子様 

１３日 加藤 良邦君の奥様  妙子様  １７日 奥津 順司君の奥様 美恵子様 

２１日 服部 弘史君の奥様  真澄様  ２２日 伊藤 正幸君の奥様  亮子様 

２９日 佐久間克治君の奥様  聡子様 

 総会員数 69 名 (内出席免除者 18 名の内出席者 10 名) 出席者 53 名 

 出席対象者 53／61 名   出 席 率    86.89％ 

 欠席者 16 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



結婚記念日 

 １日 新美 惣英君・直美様  ３１年    ３日 角谷 信二君・晴美様  ３１年 

 ４日 服部 弘史君・真澄様  ２３年    ５日 長田 豊治君・妙子様  ４５年 

 ５日 竹中  誠君・みのり様 ４０年    ６日 加藤 良邦君・妙子様  ４９年 

 ９日 山中 寛三君・美智子様 ７２年   １１日 永坂 誠司君・るみ様  ２３年 

１４日 清澤 聡之君・トキ様  ３２年   １５日 鈴木 泰博君・恵子様  ３１年 

１７日 伊藤 正幸君・亮子様  ３２年   １７日 黒田 泰弘君・真美子様 ２７年 

２７日 岡本 彰人君・佳美様  １９年 

 

入会記念日 
 ８日 柴田奈生子君 

１６日 樅山朋久君、長田康弘君、石川鋼勇君、牧野勝俊君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「ＲＹＬＡについて」 
地区ＲＹＬＡ委員会 委員長 金山明史様 
 
 こんにちは。地区 RYLA 委員会の委員長 1 年目の金山と申

します。卓話は初めてでございますので、お聞き苦しい点が

多々あるかと思いますが、ロータリーの友情をもってご容赦いただきたいと思っております。 
 私、豊田西 RC から出向させていただいております。職業分類は零細な土木業をしており

ます。場所は豊田市の松平という所で行っております。 
 豊田西 RC は会員数 110 名で、約 50%が企業出向者で構成されております。地区への出向

者は 3 名で、ロータリー財団資金推進委員会に 1 名、地区 RYLA 委員会に私の他にもう 1 名

出向させていただいております。自己紹介はこれくらいにさせていただきます。 
 第 27 回 RYLA セミナーには、平松青少年奉仕委員長にご登録いただきまして、大変あり

がとうございました。セミナー中はロータリアンに対して対応できず、誠に申し訳ございま

せんということが反省として残っております。今月が青少年奉仕月間となっております。本

来でありますと、岡田青少年奉仕委員長が卓話に訪れるはずでしたが、先約があり、卓話が

重なったため、私が来訪させていただきました。 
 ここで今回、簡単に青少年奉仕委員会の説明をさせていただきます。青少年奉仕はロータ

リーのクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕に次ぐ 5 大奉仕に数えられます。また、

2012 年頃までは新世代奉仕委員会と言われていましたが、青少年奉仕委員会に名称が変わり

ました。第 2760 地区ではその時に RYLA 委員会もカタカナ表記からアルファベット表記に

変わりました。青少年奉仕委員会には、インターアクト委員会、ローターアクト委員会、青

少年交換委員会、RYLA 委員会の 4 つがあります。 
 インターアクト委員会は地区内 17 の高校及び高専のインタークラブを提唱する 29 のクラ

金山明史様 



ブと顧問の先生と委員会で奉仕活動を行っております。今年度 3 月に豊橋東 RC が提唱し、

桜丘学園孫便りインターアクトクラブが RI から認証され、インターアクトクラブの数は 18
になり、生徒数は 594 名になりました。 
 ローターアクト委員会は地区内 8 ローターアクトクラブがありまして、39 の提唱クラブが

あります。ここも今年度 3 月に当地区では初めての大学ベースのアクトクラブができ、尾張

中央 RC が提唱し、RI の認証を受けて、名古屋芸大ローターアクトクラブが誕生しました。

ローターアクトクラブが 9 つ、提唱クラブが 40 になり、アクトの会員は 108 名になりまし

た。 
 青少年交換委員会は海外のロータリークラブへの 1 年間の長期交換留学事業を行っており

ます。各国のロータリークラブ同士がそれぞれの地域の高校生を海外へ派遣すると共に、派

遣先から高校生を受け入れ、相互に交換するプログラムです。主催及び責任はロータリーク

ラブですが、RIにおいても公式のプログラムと位置付けられ、世界規模で行われております。

当地区では 1968 年から始まり、毎年 10 名程度が 1 年間の交換留学に行っております。交換

留学の 1 年目は留学候補生としてオリエンテーションを受け、その次の年の 1 年間は留学を

行い、帰ってきてから 1 年間は次の留学生を送るためにオリエンテーションを補佐して、都

合 3 年間この委員会に携っております。毎年 30 名が所属しております。 
 RYLA 委員会はガバナー主管によるセミナーを開催しております。当地区では 1993 年に岡

崎東 RC がホストクラブになり、第 1 回 RYLA セミナーが行われ、今年 27 回を終わること

ができました。今年は初めて地区委員会のみで企画・運営を行い、一般大学生の部では 44 名、

高校・高専生の部では 65 名が登録、ロータリアンは 95 名の参加登録がありました。大変あ

りがたいことだと思っております。RYLA とは、Rotary Youth Leadership Awards の頭文字

を取って RYLA と言います。日本ではロータリーによる青少年指導者育成事業と言われてお

ります。話だけでは退屈だと思いますので、2012 年に西三河分区 三河安城 RC がホストと

して行われた RYLA セミナーの入門編を持ってきたので、ご覧ください。 
 ありがとうございました。次年度は名古屋東南 RC がホストをしていただきまして第 28 回

RYLA セミナーを開催することになっております。場所は今年度 11 月に行われました豊田市

福祉センターで行います。3 月 28 日、29 日に開催致しますので、鈴木会長、そして伊藤会長

エレクトに受講生の推薦と次年度青少年奉仕委員長のご登録をお願い致します。 
 これで卓話を終了させていただきます。これからの青少年奉仕活動にご理解とご協力をお

願い致します。 
 ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

令和元年５月２２日（水） 
卓話「“平成→令和”とトップ・マネジメント」 
中部大学経営情報学部 教授 辻村宏和氏 


