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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; Web Site: 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; 会報発⾏担当: 川⼾広樹

第 1530 回例会 2017 年 7 月 18 日（火） 

例会場: 鈴⿅商⼯会所 4Ｆ第ホール 

例会進⾏: 藤野恵子ＳＡＡ 

開始 12：30 終了 13：30 

点鐘:会⻑ 川岸光男 

ソング: それでこそロータリー 

ソングリーダー: 勇理維子副ＳＡＡ 

ゲスト：オーシャンテラス ホテル＆ウェディン

グ 総支配人 藤井光彦様 

鈴⿅⾼校インターアクトクラブ顧問 御村ひさ子

先生、インターアクター ⻘⽊ 萌さん、酒井か

れんさん 

 
会⻑挨拶 川岸光男会⻑ 

先週 7 月 11 日は、親睦・家族旅⾏で知多半島に会

員の皆様、家族の皆様に多数参加いただき、楽し

い日となりました．沖親睦委員⻑には何かと御世

話になり有難うございました． 

 7 月 15 日は岐阜グランドホテルにてロータリー

財団研修セミナーが開催され、河田ガバナー補佐

と仲村財団副委員⻑と参加してまいりました．後

ほど、仲村副委員⻑より報告されると思います． 

本日は多くのゲストにお越しいただいております． 

鈴⿅⾼校インターアクトクラブ 顧問 御村ひさ

子先生、インターアクト ⻘⽊萌さん、酒井かれ

んさん、新会員に入っていただきたい、オーシャ

ンテラスホテル＆ウェディング総支配人 藤井光

彦様です．本日の例会よろしくお願い致します． 

幹事報告  柴田友美幹事 

1. 当クラブ例会変更のお

知らせ 

8 月 15 日（火）お盆につ

き休会 

8 月 22 日（火）⇒8 月

19 日（⼟）鈴⿅・⻲⼭グ

ループＩＭ・ガバナー公式訪問合同例会のため

コンフェット鈴⿅平安閣 

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ＲＣ：8 月 16 日（水）特別休会 

8 月 23 日（水）→8 月 19 日（⼟）鈴⿅・⻲⼭

グループ IM・ガバナー公式訪問合同例会のた

めコンフェット鈴⿅平安閣 

3. 2017-18 年度がバナー事務所ホームページ開設

について 

ＵＲＬ：https://www.rid2630iga.org  

閲覧開始：2017 年 7 月 11 日より 

4. 世界社会奉仕補助⾦申請・受付の案内が届いて

おります。 

第 1 回 2017 年 8 月 1 日（火）締切 同 9

月末交付予定／第 2 回 2017 年 12 月 25 日
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（月）締切 翌年 2 月末交付予定 

5. 国際⻘少年交換 2018-19 年夏季派遣学生募集

案内が届いております。 

6. ＲＩ日本事務局より、2016-17 年度、日本の全

てのクラブが年次基⾦にご寄付下さり、「年次

基⾦寄付ゼロクラブ」ゼロという大きな目標を

達成したとの報告を受けました。  

7. 2016-17 年度下半期ならびに年間皆出席率表

をお配りしました。各自、確認いただき、訂正

がありましたら、岸本前出席委員⻑までお申し

出ください。 

8. 白子中学校おじさん先生講師派遣（6 月 20 日

実施）の感想文を頂戴しましたので、講師をお

引き受け下さいました方に配布しております。 

9. 次週 25 日、例会終了後よりクラブ協議会が⾏

われますので、理事・役員、委員⻑は 2017-18

年度会員必携をご持参願います。 

10. 次週 25 日、10：30 より（例会開始前）、2017-18

年度理事・役員会を事務局にて開催いたします。 

11. 本日例会終了後、2016-17 年度理事・役員会を

事務局において開催いたします。 

12. 受贈誌：2017-2018 年度活動計画書拝受（松阪

東、桑名、桑名中央、⻲⼭、四日市北、四日市

東各ＲＣ） 

 

 

出席報告  藤田 充 出席委員⻑ 

正会員 42 名中 22 名出席．出席率:64.70％ 

先週の補正出席率:66.66％ 

先々週の補正出席率：75.00% 

 
 

ニコニコボックス報告 沖俊成親睦・家族委員 

多額※           （順不同・敬称略） 

※川岸光男：藤井様、⻄ロータリーへの入会よろ

しく．鈴⿅⾼校の皆様宜しくお願いします． 

※柴田友美：①先週の親睦例会では沖さん、⼩林

さん、皆様差し入れ有難うございました．笑顔い

っぱいで楽しかったです． 

②9 日の日曜日、川岸会⻑と追⼿風部屋を訪問して

お肉を差し入れてきました．あと 5 日頑張って 

ほしいです． 

沖 俊成：鈴⿅⾼校 御村先生、⻘⽊さん、酒井

さん、オーシャンテラス 藤井様を歓迎して． 

森 豊：鈴⿅⾼校 御村先生、⻘⽊さん、酒井さ

ん、ようこそ．韓国楽しんで来て下さい． 

 

 
鈴⿅⾼校インターアクトクラブの皆様 
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本日のプログラム:  

「ＩＭに向けて」 

河田勝正ガバナー補佐  

 
服 部 高 宣 Ｉ Ｍ 実 ⾏ 委 員 ⻑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IM・ガバナー公式訪問合同例会・懇親会 

開催日 ２０１７年 8 月 19 日（⼟曜日） 

会 場 コンフェット鈴⿅平安閣 

    鈴⿅市算所 1233-1 TEL059-378-4122 

スケジュール 

 会⻑・幹事懇談会（ガバナー補佐・会⻑・幹事） 

  11：30〜13：00（昼⾷含む） 

 インターシティミーティング 受付 13：00 

   司会 藤野会員 

第一部 我がクラブの活動報告（5 ｸﾗﾌﾞ） 

 13：30〜14：30  

第二部 これからの「ﾛｰﾀﾘｰ活動」について 

（会員維持増強） 

 14：35〜15：25 司会進⾏ 沖会員 

 パネリスト 

  各クラブより 1 名 

中村薫 PAG、岩崎透 PAG 

  休憩 15 分 

 公式訪問５クラブ合同例会 司会 勇会員   

  15：40〜16：40 

  休憩 20 分 

 懇親会 17：00〜19：00 

  オープニング 旭ヶ丘⼩ リコーダークラブ 

  太鼓演奏 美⾥龍神太鼓 

 

 
 
 


