
 

 

令和２年１１月１０日（火）  晴  Ｎｏ．１６ 

 

  

会長挨拶 潮見会員卓話 

                                                 

                                                

会長  城  貴博 

 

年間行事予定表では、今週は日時・場所変更で親睦旅行の予定でしたが、コロナの関

係で通常の例会に変更になっております。 

今月は「ロータリー財団月間」です。 

ロータリー財団の使命は、「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、

貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。」 

世界で最も支援が必要とされる人道的ニーズは何かを考え、長期的な変化をもたらす

ために、６つの分野に重点を置いて活動しています。 

「平和構築と紛争予防」、「疾病予防と治療」、「水と衛生」、「母子の健康」、「基本的教

育と識字率向上」、「地域社会の経済発展」の６つの分野です。 

また、財団のプログラムは大別すると、教育的プログラム、人道的補助プログラム、特別

プログラムの三種類があります 

教育的プログラムには、ロータリー財団国際親善奨学金、GSE プログラムなどがあり、

人道的補助プログラムには、地区補助金、マッチング・グラント、グローバル補助金、災害

復興などがあり、特別プログラムにはポリオ・プラスがあります。 

ロータリー財団からの補助金や財団自身の活動費の全ては、ロータリアンや他の個

人、法人からの寄付金が財源です。皆さんの年次基金への寄付が巡り巡ってどこかのク

ラブの、或は私たちのクラブの活動の補助金になります。そして、その寄付によって「世界

でよい事」が出来るのです。是非、寄付をお願い致します。 

 

本日の卓話は、新会員の自己紹介です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                                

１） ロータリーレート変更のお知らせ 

１１月１日より１ドル１０４円（現行１０５円） 

 

 

 

 

 会長の時間 

 幹事報告 



２） 地区より、地区補助金プロジェクト見学訪問（尼崎東 RC）の御案内を回覧します。 

登録〆切が本日１０日までとなっております。見学訪問をご希望の会員がいらっし

ゃいましたら、事務局までお知らせください。 

３） 来週１７日（火）の例会は、例会場が加古川プラザホテル２階鹿児の間に変更にな

っております。よろしくお願い致します。 

４） 本日例会終了後､加古川商工会議所会館４階特別会議室に於いて１１月度の理事

会を開催します。場所が変更になっておりますのでよろしくお願い致します。 

 

 

《審議事項》 

１） 

 

 

２） 

 

 

３） 

 

４） 

 

１２月・１月プログラムに関する件  

１２月８日（火）尚歯例会の例会場を加古川プラザホテル２階高砂・尾上の

間に変更する。他のプログラムについては原案通り承認。 

次々年度会長・幹事選出に関する件  

    次々年度会長 芝本 忠雄会員 

   次々年度幹事 木下 正隆会員 を選出する事で承認。 

被選挙人名簿に関する件 

   次々年度会長を除いた表で承認。 

その他 

   ・親睦旅行・奥様会ともに中止とすることで承認。 

   ・１月の例会開催については１２月定例理事会で判断することで承認。 

   

                       

 省 略 ☺ 先週のポリオ根絶チャリティゴルフコンペに、竹位、大山、橋本
（眞）、大辻󠄀、富田、前川（真）、久後幹事、雨の中参加ご苦労様

でした。 

 省 略 ☺ 本日の卓話、新会員自己紹介石井、潮見両会員、よろしくお願
いします。 

 省 略 ☺ 先週ポリオ根絶チャリティーゴルフに出席させていただきまし
た。ブービーメーカーで委員長賞をいただきました。 

 省 略 ☺ 石井会員、潮見会員自己紹介楽しみにしております。 

 省 略 ☺ 石井会員、潮見会員、自己紹介よろしくお願いします。 

 省 略 ☺ 石井会員、潮見会員、本日の自己紹介よろしくお願いいたしま
す。 

 省 略 ☺ 家族不幸やコロナで長期間休ましてもらいました。 

 省 略 ☺ 自己紹介、石井会員宜しくお願いします。潮見会員笑わせてく
ださい。 

 省 略 ☺ テーブルの花いただきます。 

以上９件 \11,000- 

  また、１１月のお祝いを受けられた方々より \90,000- 

  \101,000- 

  本年度累計\653,000- 

 定例理事会 

 ニコニコ 



 

☆ 今 週 会員数 75名 出席 42名 出席免除 16名 欠席 17名   

☆ 欠 席 者 省略 

 

☆ 前 々 週 会員数 75名 出席 46名 出席免除 16名 欠席 13名  

☆ メ ー ク ア ップ 加古川中央 RC 10/29 田邊､小田､橋本眞､前川真､山本 

ロータリー財団セミナー 10/31 藤本光 

ポリオ根絶チャリテイゴルフコンペ 11/2 城、久後､橋本眞 

                         前川真､大辻󠄀､大山 

竹位､富田 

                             

 

  例会場当番 

 １１月１７日(火) 長谷川吉､森 

 １１月２４日(火) 保地､水埜 

 

 

 

※１１月１０日卓話予定の石井会員は、機器の不具合により別日に変更。 
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊１２月プログラム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーカ・ムジェさんは、2011-12 年度にロータリー青少年交換でフランスのブ

ルターニュ地方に交換留学し、海外生活をエンジョイしました。「最初は難し

本日１１月１０日(火) １１月１７日(火) １１月２４日(火) １２月１日(火) 

新会員自己紹介 

潮見 担当 

フォーラム・ゲスト卓話 

「ロータリー財団月間

にちなんで」 

地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 

委員長 丸尾 研一氏 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当 

ゲスト卓話 

「学校の出来事」 

加古川プロバスクラブ 

会長 小坂 継男氏 

社会奉仕委員会 

担当 

総会・クラブ協議会 

次年度理事選挙 

月 日 行 事 備 考 

１２月 1日(火) 総会・クラブ協議会 

次年度理事選挙 

 

１２月 ８日(火) 尚歯例会（場所変更） 於；加古川プラザホテル２階 

親睦活動委員会 担当 

１２月１５日(火) 例会変更（日時・場所変更） 

年末例会 

１９日（土）午後６時半～ 

於；加古川プラザホテル２階 

ロータリー家族委員会 担当 

１２月２２日(火) 新会員自己紹介 福谷･竹田 担当 

１２月２９日(火) 例会取り止め [定款第 7条第 1節(ｄ)] 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

海外留学から帰国後に寂しさを感じる学生は少なくありません。国際的

なつながりを保ちつづける方法の一つが「ROTEX（ローテックス）」です。 

 

ROTEX：青少年交換後のつながりを保つ 

 



かった」と回想するムジェさん。「フランス語が話せなかったし、知り合いもいませんでした。で

も、いつのまにか異国での生活にすっかり慣れていました」 

交換留学が終わってフィンランドに帰国したムジェさんは、母国での元の生活に戻るのに苦

労しましたが、ROTEX（ローテックス）への入会でそれが変りました。「ROTEX（ローテックス）」

とは、ロータリー青少年交換の学友によるグループで、ロータリアンと青少年交換学友とをつ

なぐ存在です。母国の交換学生のためのアドバイスやイベント企画を通じて、交換留学での

経験をロータリーに還元しながら、国際的なつながりを維持しています。 

トゥルク大学医学部 5 年生であるムジェさんは現在、フィンランドの 5 地区に 80 人以上のメ

ンバーを有する ROTEX フィンランドの会長を務めています。この度、ムジェさんに ROTEX

について伺いました。 

ROTEX グループは世界各地にあるのですか？ 

地域によります。例えば、ドイツ、台湾、ブラジル、フィンランド

では ROTEX の存在が確立されています。ほかの国でも設立

の動きがありますが、ROTEX がない国や、国際ロータリーか

ら認定されていない国もあります。 

ROTEX はこれまで、4 回にわたり、毎回違う都市で ROTEX

国際大会を開いてきました。4 年前、ROTEX への認知を広げるために設立した Rotex 

International では、異なる国から 5 名が理事会メンバーとなっています。昨年には、Rotex 

International がロータリーの学友会として認定されたことで、正式にロータリーファミリーの一

員となりました。 

ロータリー青少年交換における ROTEXの役割とは？ 

フィンランドでは、学生がロータリー青少年交換への参加を申請すると、ROTEX のメンバー

が面接に同席して選考のお手伝いをします。また、海外に旅立つ学生のためのオリエンテ

ーションにも参加し、自分の留学体験を紹介しています。学生たちが帰国した後には、E メ

ールを送って ROTEX への入会を勧めています。ROTEX は、海外留学という貴重な体験を

させていただいたことへの恩返しの方法でもあります。 

ほかにどのような形でロータリアンとかかわっていますか？ 

地元でのロータリー青少年交換行事を手伝ってほしいと、ロータリアンから頼まれることがよ

くあります。フィンランドでは、交換留学のはじめに行われる言語・文化キャンプの運営を私

たちが手伝っています。毎年 10～15 人の ROTEX メンバーが、キャンプリーダーとして参加

しています。また、ロータリアンが青少年交換学生のために国内ツアーを実施するときには、

運営を手伝ってほしいと声がかかります。 

自分たちでも、毎月または隔月で、地区ごとの小規模な ROTEX イベントを催しています。ま

た、学校訪問やソーシャルメディアキャンペーンを通じて青少年交換の宣伝活動もしていま

す。ドイツや米国など、国によっては、ROTEX メンバーが募金イベントを実施することもある

ようです。私も ROTEX フィンランドの会長として、フィンランド青少年交換（Finnish Youth 

Exchange）の会議に出席し、若い世代を代表して意見を提供しています。 

なぜ ROTEXに入会したのですか？ 

ロータリー青少年交換でのフランス留学でとても充実した体験をし、帰国後にむなしさを感じ

ていました。ROTEXは、国際的な交流を続け、自分と同じ経験をした人たちと知り合うチャン

スを与えてくれます。帰国後に元の生活に戻るのは時として難しいものですが、ROTEXがそ

の苦労を和らげてくれます。 

私は、フィンランド北部、北極圏との境にある故郷の町ロバニエミでROTEXに入会しました。

大学進学でトゥルク（同国南部）に引っ越したとき、大学で出会った人以外に知り合いがいま

せんでした。ROTEXのおかげで、医学以外の友だちができました。これは本当に貴重なこと

だと思います。 

この記事は『Rotary』誌 2020年 10月号に掲載された記事を翻訳したものです。 

「ROTEX は、国際的な

交流を続け、自分と同じ

経験をした人たちと知り

合うチャンスを与えてく

れます」 

 


