
本日のプログラム
2022 年 6 月 1 日 (水)

通算第 3008 回例会

本年度 第 34 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

・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

佐藤亜矢子君、草野 真吾君

「新会員の卓話」 第３００７回例会 会長挨拶 鈴木政成君

２０２２年６月１日発行 第２８２５号
瀬戸ロータリークラブ会報

２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区

前回例会 記録
2022 年 5 月 25 日第 3007 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告５６名 出席会員３７名

当日出席率 66.07％

・夫人誕生日

    加藤陽一君ご夫人三和子様

     澤田武憲君ご夫人加奈代様

・卓話

奉仕プロジェクト委員長 小林稔君

「2021～2022 奉仕プロジェクト事業

『瀬戸っ子@夢をかたちに』

の事業報告」

皆さん、こんにちは。本日の例会は第

3007回、本年度 33回目の例会でございま

す。５月は青少年奉仕月間でございます。

本日、この後の卓話で私ども瀬戸ロータリ

ークラブが青少年に照準を当てた奉仕プロ

ジェクト 2021 年～2022 年奉仕プロジェクト

事業「瀬戸っ子＠夢をかたちに」の事業報

告が小林委員長からございます。色々と映

像を駆使して卓話の時間に報告いただけ

るので成果をご覧いただきたいと思いま

す。青少年奉仕という言葉を単純に考えま

すと、子供たちや若い人の育成を支援する

活動であると私は理解しております。正式

にはどうなのかと標準ロータリークラブ定款

を開いてみました。６条の五大奉仕部門の

第 5 部門である青少年奉仕は、指導力養

成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際

奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異

文化の理解を深め育む交換プログラムを通

じて、青少年ならびに若者によって、好まし

い変化がもたらせることを認識するものであ

ると記載されています。RI の常設プログラ

ムには、インターアクト、ローターアクト、青

少年交換、RYLA この４本が主なものであ

ろうと思います。１つずつを説明しますと、イ

ンターアクトは 12 歳から 18 歳までを対象

にしておりますが、基本高校生で、ほとんど

が高校のクラブ活動としてインターアクトク

ラブがあります。この 2760地区には 20のク

ラブがございます。高校生が奉仕活動を通

じて身につけるプログラムです。ローターア

クトはそれより上の年代 18 歳から 30 歳が

対象です。主に、大学生から社会人、地域

社会から国際活動を通じてリーダーシップ

を学ぶことがローターアクトの目的でありま

す。2760地区には 11クラブがございます。

次に、青少年交換はここ 2 年できておりま

せんが、高校生が交換学生として派遣さ

れるプログラムでございます。帰ってきた

方は留学生のお世話などの活動をしてい

ただくのがパターンです。最後に紹介する

のが RYLA ロータリー青少年指導者養

成プログラムでございます。年齢が 30 歳

までのリーダーシップの能力を養うことを

目的とするプログラムです。RYLA を卒業

した人たちはライラリアンと呼ばれ、ライラリ

アンの学友会が作られており、その中で

選ばれた人がヤングカウンセラーとなりま

す。指導者の養成プログラムを勉強して、

自分たちも後輩達のカウンセラーとして活

躍するという若い人たちのリーダーシップ

を育む良いプログラムであると思います。

その他日本独自として米山記念奨学事業

がございます。要は、ロータリーは世界を

担う若い人たちの人づくりに力を入れてい

る団体だということを皆さんに認識してい

ただきたいと思います。青少年奉仕月間

にちなんで話させていただきました。

第 3 回 RYCGsAward 最優秀作品

子ども陶芸展優秀作を CG 化

例会予定

6 月 8 日（水）
クラブフォーラム

担当：会長・幹事

6 月 15 日（水）
規定休日

6 月 22 日（水）
会長 鈴木 政成君

「年間回顧」

6 月 29 日（水）
規定休日
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ニコボックス報告
2022 年 5 月 25 日例会
小林委員長の卓話を楽しみにしています。1 年間ご苦労様でし

た。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也

卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。小林稔

女房の誕生日を祝っていただきありがとうございます。加藤陽一

家内の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。澤田武憲

多くの会員の皆様のご縁に感謝して。加藤令吉

奉仕プロジェクト委員長 小林稔君の卓話を楽しみにしていま

す！

青山稔、井上博、大竹一義、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤一夫、

加藤克弘、伍春加藤克己、ｶﾈ三加藤克己、加藤捷、加藤眞

言、加藤光哉、加藤陽一、加藤令吉、亀井勝、草野真吾、小池

芳樹、佐藤亜矢子、鈴木伸、鈴木紹陶武、鈴木光彦、高橋信

郎、田中靖達、寺田悟、戸田由久、牧オサム、松村晋也、山口

記由、山本英雄

奉仕プロジェクト委員長 小林稔君

「2021～2022 奉仕プロジェクト事業

『瀬戸っ子@夢をかたちに』の事業報告」

奉仕プロジェクト委員会委員長の小林稔です。本来なら 3月

19 日（土）に瀬戸蔵にて開催予定でしたが、コロナウイルス感

染症のため中止せざるを得なくなりました。それでも形式こそ

違えども、何とか終了まで迎えることが出来ましたのでその報

告をさせて頂きます。

今回の事業コンセプトは、地域の明日を担う小・中学生や高

校生に最新技術の CG と瀬戸の伝統的な陶芸の作品制作を通して

モノづくりの楽しさに興味を持ってもらい、またそのそれぞれ

の夢の実現に向かい努力することの大切さを感じてもらうこと

です。

先ずは、今回は 3つの柱のもと構成されました。一つ目は第 3

回瀬戸 RCが設定するテーマに沿って CG作品を製作・募集・審

査をし、第 3回瀬戸 RCアワードとして表彰することです。今年

度のテーマは「MATSURI 祭」とさせて頂きました。ただ、コロナ

禍オンライン授業のため製作が思うように進まず、期日までに

提出された作品が少なく、審査員の岩木様とも相談の上、最優

秀賞 1点、優秀賞は該当者無し、佳作 1点としました。また、

Seto CG Kids Advance の講座の中で課題を出され作成された

作品の中から作品を努力賞として選出しました。表彰式は令和 4

年 3月 21 日（月･祝）瀬戸デジタルリサーチパークセンターに

てリモートで開催しました。

続きまして 2本目の柱では子ども陶芸展です。瀬戸市内の小・

中・特別支援学生の作製した陶芸作品から小学低学年・高学

年・中学生の 3部門に分けそれぞれ 1点ずつ、3 作品を選出しま

した。選ばれた 3作品を CG動画を㈱スピードに作製して頂きま

した。土の塊が、動いたり、走ったり、空を飛んだり躍動する

姿に受賞者の生徒さんたちも驚き、新たな世界に目を向けて貰

えるきっかけになったのではないかと実感させられました。ま

た、この子ども陶芸展に継続にて協賛していければ喜ばしいこ

とだと思います。

最後に第 3 の柱は講演会です。ちびまる子ちゃんの声を担当

している声優の TARAKOさん。「ことばの大切さ」と題し、ご

自身の経験も交えて講演して頂ける運びとなりました。

緊急事態宣言発令、蔓延防止等重点措置により、2月初めに

はリアル開催は中止とすることが決定し、以下のような実施と

変更になりました。。

① 第 3 回 Rotary Youth Computer Graphics Award の表

彰式は 3 月 21日（月・祝）にリモートにて開催。

② 子ども陶芸展の入賞作品の CG 動画は瀬戸 RC 並びに瀬戸市

役所情報政策課のホームページに掲載（期間限定）

③ 声優 TARAKO さんは 3 月 23 日に、東京にてインタビューを

撮らせて頂き動画として提供して頂く。

④ ②の子ども陶芸展の入賞作品 CG 動画と、③の TARAKO さん

のインタビューを一つの動画として作製して、小中学校で

授業の一環として見て頂けるよう教育委員会へ寄贈しまし

た。

反省点、問題点です。①予算が結構厳しい。 ②Rotary

Youth Computer Graphics Award はいつまで継続するのか？

③子ども陶芸展はどの様な形で協賛していくのか？ ④奉仕活

動として一般市民に対するアピールの方法を今一度検討すべき

と思います。

今後は奉仕活動の意義を十分理解した上、問題点を解消しな

がら更なる飛躍が望めるよう発展することを祈念し努力し参り

たいと思います。

最後に、足掛け 3年にわたる新型コロナウイルス感染症によ

り多くの事業の中止はもとより、例会の中止など様々な困難に

見舞われ、また今後もまだ暫くはその影響は多かれ少なかれあ

るかとは思われます。この困難な時代にどう対処して進めて行

くかが大きなカギとはなると考えますが、状況に応じた適切な

判断が求められることでしょう。そのとき、そのとき、できる

ことをしっかり判断して活動を継続して行きたいと思います。

これまでの姿に一日も早く戻ることを願ってやみません。その

日が来るまで皆力を合わせ頑張って行きましょう。

５月２６日 東尾張分区現次会長幹事会

卓 話

ラム
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