
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 10 月 6 日 (水) 

通算第 2985 回例会 

本年度 第 11 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「君が代」「奉仕の理想」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事 

入会式 佐藤亜矢子君 

タイリンさんへ１０月分奨学金授与  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話   

瀬戸市役所 健康福祉部  

こども未来課長 磯村玲子様  
「瀬戸市子ども・若者の現状と『瀬戸市子

どもの今・未来応援基金』の役割」 

 

 
 

 

 

第２９８０回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
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瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2021 年 8 月 25 日 第 2980 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  30 名 

出席率   55.55％ 

・本人誕生日  

江坂正光君  佐野一二君 

・卓話        

地区ＲＹＬＡ副委員長 田中靖達君 

「近年の地区ＲＹＬＡ委員会の活動」 

 
 

 

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロータリー

第 2980 回、今年度 6 回目の例会でござい

ます。 

皆さんも、ニュースでお聞きになっている

かもしれませんが、本日午前の、政府分科

会で、緊急事態宣言が了承されまして、今

日の夜には、正式に対策本部では緊急事

態宣言が決定となります。私共クラブも、この

後、臨時理事会を開きまして、緊急事態宣

言下においては、本年度のガイドラインに基

づいて、休会の方向で考えております。緊急

事態宣言が、来月 12 日迄ですので、ガバ

ナー公式訪問が予定されておりましたが、こ

れも例会ということで、残念ながら出来ませ

ん。今年度、始まって以来の非常時でござ

います。例会がないという事は、皆さんに

は、コロナの感染対策を、しっかりしていた

だきまして、ロータリアンの中から、コロナ感

染者を出さないつもりで、宜しくお願い致し

ます。 

さて、明日は、皆さんご承知の、瀬戸ロー

タリークラブの創立記念日でございます。今

から 62年前の 昭和 34年 8月 26日に 22

名の会員で発足いたしました。第 1 回の例

会は、まだ、仮クラブとして行われ、翌月の 

9 月 11 日に RI 本部に承認されました。同

日、国際ロータリーに正式加盟、昭和 35 年 

5 月 15 日に認証状伝達式が行われました。

この昭和 34 年とは、どんな年だったか調べ

ますと、RI に正式加盟した、9 月 11 日から

15日後の 9月 26日に伊勢湾台風がこの地

を襲ったのです。船出の年は、大変な年だ

ったと思います。当時は、同じ様な、社会奉

仕団体 ライオンズクラブも、瀬戸では創立

しておらず、この瀬戸ロータリークラブが、瀬

戸で初めての、社会奉仕団体でした。ライオ

ンズクラブの歴史は、ロータリークラブに少し

遅れてスタートしています。瀬戸の、認証状

伝達式 2日後の 5月 17日に、この地に、

ライオンズクラブが誕生しております。この

頃は、社会奉仕団体が出来るタイミングで

あったのだと思います。ご尽力いただいた

方として、瀬戸クラブでは、陶生病院の初

代院長である、二宮恵一先生と、瀬戸信

用金庫の後に理事長をされました、大塚

達治さん この二人は 10 年史、20 年史、

30 年史と必ず名前が出てみえます。この

方々が、書いたものを読みますと、お二人

だけではなく、後に、市長になられます加

藤繫太郎さんのお力、そして、日豊珪砂

工業の松本顕治さんのお力もあったこと

が、書かれていました。この 4 人のご努力

で、この地にロータリークラブが、誕生した

のではないかと思うのです。スタートの第

1 期から第 4 期まで、大塚達治さんは幹

事を、副幹事に、加藤繁太郎さんが一緒

に務められております。スタートの頃は、

大変なご努力があったと思います。 

その皆さんが、一番相談されたのは、

当時、パストガバナーであった、敷島製パ

ンの盛田秀平さんだったそうです。何度も

足を運び、クラブの設立を考えられたそう

です。具体的な設立になった時には、名

古屋ロータリークラブの御園座の長谷川

栄一さんが指導役をされ、名古屋ロータリ

ークラブの特別代表として窓口になって

いただいた方が、オリエンタル中村の初

代社長 松居修造さんです。こういった

方々のお力を借りて、今から 62 年前の 8

月 26 日、我々は、この地に、産声をあげ

たのです。先輩方のご努力に思いを馳

せ、過去を敬い、未来を見据えて、我々

は進んでいかなければいけないと思うの

です。 

以上、会長挨拶とさせて頂きます。 

例会予定 
 

10 月 13 日（水） 
規定休日 

 

10 月 20 日（水） 
 地区ポリオプラス/職業研修チーム

委員長 青山貴彦君 

「ロータリー財団プログラムについて」 

 

10 月 27 日（水） 
愛日緑化造園株式会社  

代表取締役 加藤滋様  

「森と暮らす庭づくり」 

 



 

  
地区ＲＹＬＡ副委員長 田中靖達君 

「近年の地区ＲＹＬＡ委員会の活動 
  

 
 

皆様、改めましてこんにちは。本日の卓話は私が 2017 年よ

り出向しております地区 RYLA 委員会の事をパワーポイントを

活用してお話しさせていただきます。今回の卓話の準備をす

るにあたって、コロナ感染症予防の観点から緊急事態宣言が

出ますと例会が休会になると聞いており、いつ出るのかなと。

今週は非常に微妙な時で、本日が迎えられるか心配しており

ましたが、私がここで喋っているということは、そういうことで

す。 

  瀬戸ロータリークラブは 2018 年に行いました第 26 回地区

RYLA セミナーのホストクラブを行いましたので、当クラブのメ

ンバーの皆様は RYLA とは何なのかということは、すでに承知

していただいていると思いますが、あれから当クラブにも新し

い仲間も増えましたので、簡単に説明してから、瀬戸がホスト

をした第 26 回も含めて、あれから現在までの歩みをお話しし

たいと思います。そもそも RYLA とは、 Rotary Youth 

Leadership Awardsの略で、ロータリー青少年指導者養成プロ

グラムのことを指します。RYLA の歴史は、1959 年にオースト

ラリア・クイーズランド州創立 100 周年を記念してエリザベス女

王の名代としてイギリス王女を派遣した際、ブリスベン RC が

王女と同年代の青年たちを集めて社会教育プログラムを行っ

た事が始まりであります。その後、1971 年に正式に RI によっ

て取り上げられ、ロータリー青少年指導者養成プログラム

Rotary Youth Leadership Awards と名づけられました。1979

年にアメリカのワシントン州タコマで開催されてから、全世界に

広がり、日本では 1979 年に四国の余島にて第１回が開催さ

れ、現在は全国各地の地区にて行われております。セミナー

の目的としては、地域社会の若い人々の指導力及び善良な

市民としての資質や個人の能力を伸ばすことにロータリアンが

直接関与できる機会を設ける。そして年齢にふさわしいプログ

ラムの中で、スキルと人格を養いながら、奉仕、高い道徳的規

準、平和といったロータリーの価値観を学ぶ機会を提供するこ

とです。 

  それでは瀬戸クラブがホストを務めました第 26 回地区

RYLA セミナーから振り返ってみます。2018 年 3 月 25.日、26

日の 2 泊 3 日、全トヨタ労連研修センターつどいの丘にて、

「ロータリーの寛容とリーダーシップ」をテーマに開催しました。 

この日のために瀬戸クラブは実行委員会を作り、全会員の協

力のもと、1 年間の準備期間を経て、大成功に収めました。  

この年度に地区 RYLA委員会へ出向することになりました。 

当時、地区は神野ガバナーのもと竹内 RYLA 委員長が、そし

て当クラブは梶野会長、そして大竹実行委員長が指揮をとり、

セミナーのハード面の全てを瀬戸クラブが行いました。私が地

区へ出向したのは地区とクラブの情報交換をスムーズにする

ことでしたが、入会も浅く、地区の事も全然しらなかった私

はとにかくどちらの委員会も休まずに出席するくらいが精一

杯でした。 

 
  そして翌年には第 27 回地区 RYLA セミナーが「心をつな

げよう～共生と思いやり」をテーマに開催をいたしましたが、

この年は通常と違う事がたくさんありました。まずはホストク

ラブが当初、名古屋東南クラブの予定でしたが、この年に

何か予定が重なってしまって、どうしても受けられないとのこ

とで、急遽、RYLA 委員会のみで行う事になりました。これ

だけでもやりきれる自信はありませんでしたが、さらにもう１

点、今回は２回セミナーを開催することになり、ただでさえホ

ストクラブが無いなか、10 数名の RYLA 委員会でどうやっ

て開催するのか不安になりました。この年、私は昨年、瀬戸

がお世話になったお礼として、この年だけでもしっかりやろ

うと思っていましたが、いきなり大変になってしまい、そんな

事を考えている余裕もなくなり、そのまま RYLA にはまり込

んでいくようになったきっかけの年です。 

  それではまずは 2018 年 11 月 23 日～25 日の 2 泊 3

日、豊田市福祉センターにて行われた社会人、大学生の

部です。 

  そして 2019 年 3 月 23 日、24 日の一泊 2 日、豊田市少

年自然の家にて高校生の部が開催されました。 

  続きまして翌年、2020 年 3 月 28 日、29 日の 1 泊 2 日

で、第 28 回地区 RYLA セミナーが「絆」をテーマに開催す

る予定でしたが・・・コロナの影響で開催できませんでした。

昨年、ホストクラブを予定して変更になってしまいました名

古屋東南クラブ様が改めてホストクラブをやっていただける

ということになり、1 年をかけて設営を進めてまいりました

が、コロナの影響で開催中止となってしまいました。我々

RYLA 委員会もそうですが、名古屋東南クラブ様もかなり肩

を落としてしまい、不完全燃焼な年となってしまいました。た

だただ、残念の一言です。 

  そして昨年度の第 29 回地区 RYLA セミナーは「ピンチか

チャンスか？リーダーシップ」をテーマに 2021 年 3 月 27

日、28 日の 1 泊 2 日、ロワジールホテル豊橋にて開催され

ました。この年から私は副委員長になり、委員会の資料作り

から、メンバーの取り回しまで行うことになってしまい、もう完

全に RYLA に浸かってしまいました。しかしながら前回の第

28 回と同様コロナ禍の状況は変わらず、今年度も開催が

出来ないのではと思っておりましたが、 岡部ガバナーか

ら、何としてでも開催して欲しいと強い要望がありましたの

で、こりゃ困ったなと。そこから RYLA 委員会は「何としてで

も開催するためにはどうしたら良いのか」と日々考え始めま

した。今までの RYLAセミナーは受講生とカウンセラーが膝

を突き合わせて行わないと満足なセミナーができないし、こ

卓 話 

;etラム 
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ニコボックス報告 
2021 年 8 月 25 日例会 
田中君の卓話を楽しみにしています。地区とクラブでの活躍を

期待しています。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

卓話をさせて頂きます。久しぶりなのでキンチョーします。宜し

くお願い致します。田中靖達 

還暦です。世間的にはおじいさんかもしれませんが孫の生ま

れる気配はありません。息子ども、頑張れよ！ とういうことでお

祝いいただき、ありがとうございます。江坂正光 

誕生日を祝っていただきありがとうございます。佐野一二 

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。大原道夫 

瀬戸陶磁器卸商業協同組合主催、魅せる瀬戸焼「ステイホー

ム食卓コンテスト」にて加藤克己君が準大賞を受賞されまし

た。瀬戸蔵 1F にて 9 月 12 日まで展示されます。ご覧になっ

て下さい。作品 五春窯 タイトル「旬の食を楽しむ瀬戸の器」

加藤克己(2021) 

加藤光哉さん、先日はありがとうございました。大竹一義 

青山貴彦君に大変！大変！大変！大変！お世話になってお

ります。まだまだまだまだお世話になると思います。宜しくお願

い致します。青山稔 

田中さん、地区ＲＹＬＡ委員会の卓話、本当に楽しみです!! 

ひょっとしたらアンコールお願いするかも……(笑)プログラム委

員長 高橋信郎 

地区ＲＹＬＡ副委員長 田中靖達君の卓話を楽しみにしていま

す！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐

介、梶野輝雄、加藤一夫、加藤克己(2021)、加藤唐三郎、加

藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤陽一、小池芳樹、小林

稔、近藤三博、佐野一二、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、野

田由紀子、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、水野和郎、山本

英雄 

卓 話 
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のコロナ禍での開催となると開催場所、宿泊施設、講師の依

頼など問題が山積みで、コロナ禍での新たなコンプライアン

スも無いなかでどうやってやろうかと悩んでおりました。まして

や緊急事態宣言、まん延が出ている状況で委員会も開催が

ままならない状況になり・・・・  しかし、ガバナーからの「何とし

てでも開催して欲しい」ということがありましたので、委員会内

でかなり協議を重ねて、結論をだしました。それは対面でな

いと成立しないプログラムは行わず、オンラインも活用して通

常と同等の効果が得られるプログラムを作るということでし

た。 

 
それは対面型+オンライン型 要するに ハイブリッド型です。

対面で行う場合は感染予防対策、接触時間を考慮し、受講

生の宿泊をシングルルームにして、オンラインで行う場合は

各部屋から zoom で集い議論をしていくことを交互におこな

いました。また講師の講演も事前に YouTube で配信し、講

演後から話し合いを発展させていくようにしました。これにより

対面の時間も減らすことができ、講演内容から派生させてい

くことも出来たので、今後も取り入れていこうと思っておりま

す。 

ここで少し RYLA 学友会の紹介もさせていただきたいと思

います。かれらは高校卒業 18 歳～４０歳までの男女で、基

本的に RYLA セミナーを受講した経験があるか、RYLA セミ

ナーのスタッフを１回以上行った者が入会できることになってい

るようです。現在もローターアクトの会長と兼務で参加している

者もいますし、普通に社会人として市役所に勤務している者も

います。☆RYLAセミナーは実際には彼らが受講生とのやりとり

をするヤングカウンセラーです。セミナーの骨子となる部分に

深く携わってくれる頼もしい学友会です。 

  私も本年で地区 RYLA 委員会へ出向しまして、５年となりま

した。活動を通して、たくさんの仲間と知り合うことが出来て、充

実したロータリーライフを送らせていただいております。おそらく

ＲＹＬＡ委員会でもう少し仕事がありそうですが、そのお役目が

終わりましたら、その経験をこの瀬戸クラブにフィードバックでき

たらなと思っております。 

  それでは最後に本年度のご案内です。本年度は第 30回の

地区 RYLAセミナーとなります。テーマは「チェンジ me 」 

2022年 3月 19日～21日 2泊 3日 豊田市福祉センターに

て予定しております。毎年、聖カピタニオ高校様よりご輩出して

頂いておりますが、小池先生、本年もどうぞ宜しくお願い致しま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

 
 

米山奨学生タイ・リンさん院展に入選 
 

 
私は再興第 106回日本美術院・院展に入選しました。会

期は 9/1～9/17に上野の東京美術館で開催します。名古屋

展は 11/27～12/5に松坂屋美術館、マツザカヤホールで開

催します。 どうぞ皆様お出かけください。 タイ・リン 

 


