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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 1536 回例会 2017 年 9 月 5 日（火） 

例会場: 鈴⿅商⼯会所 4Ｆ第ホール 

例会進⾏: 杉村吉雄 副ＳＡＡ 

開始 12：30 終了 13：30 

点鐘:会⻑ 川岸光男 

ソング: 君が代 奉仕の理想 

ソングリーダー: 勇理維⼦副ＳＡＡ 

ゲスト：鈴⿅インターアクトクラブ 顧問 吉岡

一恵先生、顧問 助田友希先生、インターアクタ

ー ⻘⽊ 萌さん、酒井かれんさん、川⼾慎也君、

北上剛基君  

福井章⼦様（故 福井隆男パストガバナー令夫⼈） 

会⻑挨拶 川岸光男会⻑ 

9 月第一回の例会に

ご出席ありがとうご

ざいます．今年は、

異常気温が 7 月頃か

ら続き、大変暑い日

が続き、各地で大雨

の被害が発生致しま

した．被害に遭われた⽅々に⼼よりお⾒舞い申し

上げます．今月に入ってようやく気温も下がり、

過ごし易くなって来ました．私はこの 9 月に 75 歳

を迎えます．いわゆる後期高齢者に入ります．私

の実の親はこの年を経験しておりません．日本全

体が高齢社会にいつのまにか入って来ました．い

わゆる邪魔者にならない様、ロータリー活動を通

じ社会貢献活動を少しずつ続けていきたいと思い

ます．その為にはまず健康でありたいと思います．

引き続き皆様よろしくご指導いただきますようお

願い致します．本日は、大泉様に卓話をお願いし

ております．宜しくお願い申し上げます． 

また、インターアクト韓国派遣を含む 4 名の⽅に

も出席いただき、ご報告をいただく事になってお

ります． 

 
鈴⿅高等学校インターアクトクラブ挨拶 

  森 豊インターアクト委員⻑ 

インターアクトクラブの皆様と顧問の先生お一⼈

お一⼈から、韓国派遣帰国のご報告・第 40 回イン

ターアクト年次大会のご報告とご挨拶。 

鈴⿅高等学校インターアクトクラブは 10 年ほど前

にボランティア部と合体してクォーレ（イタリア

語で真⼼）という名前で活動しています。現在の

部員は 3 年生が 6 名､2 年生が 2 名､1 年生が 7 名の

15 名です。 

幹事報告  柴田友美幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

9 月 26 日（火）特別休会 

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：9 月 6 日（水）⇒9 月 9 日（⼟）納涼例

会のため 18 時 30 分〜OCEAN  TERRACE （オ



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

 
2 

ーシャンテラス） 

⻲⼭ＲＣ：9 月 18 日（月）

法定休日のため休会 

3. 第 4 回理事・役員会決

議報告 

〇9 月〜10 月度プログ

ラムについて・・添付

資料のとおり承認 

〇地区大会について・・10 月 14 日（⼟）・15

日（日）両日とも、マイクロバスを手配。 

 14 日（⼟） 商⼯会議所 9：30 鈴⿅ＩＣ

（ﾌｼﾞｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ様駐⾞場） 10：00 出発 

 15 日（日） 商⼯会議所 7：00 鈴⿅ＩＣ

（ﾌｼﾞｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ様駐⾞場） 7：30 出発 

〇ＩＭ収支決算案の報告 承認 

4. 本日、地区大会の参加者にご案内のパンフレッ

ト（カラー刷り）と参加者名簿を配布しました

ので、ご確認をお願い致します。 

なお、地区大会登録の追加・変更・取消は 9 月

13 日（水）までになっております。 

また、登録料は、9 月 20 日（水）以降の返⾦

はできませんので、ご了承願います。 

5. ＩＭ慰労会と、会員増強オープン例会の案内を

配布いたしました。ご確認のほどお願いたしま

す。 

福井章子様ご挨拶（故 福井隆男 PG 令婦⼈） 

今日は福井のお礼と私

のお礼と二つを兼ねて

寄せて頂きました。福

井の葬儀の際には大勢

の⽅にご参列頂きあり

がとうございました。

世古⼝会⻑には素晴ら

しい弔事を頂き、故⼈も喜んでいたと思います。

ガバナーという大役を皆様のお陰で無事終わらせ

る事ができ、永眠するまで毎日毎日絶対皆出席し

たいと言っておりました。最後の 2 ヶ月は筋⼒が

無くなって動けなくなり残念でした。充実した幸

せなロータリアン⼈生だったと思います。本当に

ありがとうございました。 

私個⼈から皆様にお礼を申し上げます。私は 1996

年にガバナーの福井を補佐する為に鈴⿅に来まし

た。ロータリーの事も知らず、鈴⿅に知り合いも

なく大変不安でしたが、福井の一言が「ロータリ

アンのみなさんとお付合いをしたら、とてもいい

お友達ができるよ」その言葉を信じて鈴⿅に来ま

した。その言葉通りロータリアンの皆様が私を快

く受け入れて下さり、とても居⼼地の良い場所を

つくってくださいました。私は⻄ RC の皆様のお陰

で鈴⿅の市⺠になれたと思います。これからも一

⼈の鈴⿅市⺠として、できるだけ⻑くこちらに居

ようと思っています。どうぞ宜しくお願いします。 

 

 
委員会報告 

＊9 月度諸事お祝い        敬称略 

沖 俊成親睦家族委員⻑ 

【会員誕生日】世古⼝弘⼦、植田幸嗣、川岸光男、

服部高宣、藤野恵⼦、藤井光彦、  沖 俊成 

【結婚記念日】勇理維⼦ 
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＊ロータリーの友 9 月号紹介 

川⼾広樹クラブ広報委員⻑ 

＊会員増強オープン例会について 

加藤 稔会員維持・増強委員⻑ 

「奉仕と友情の輪を広げよう」 

9 月 19 日（火）18：

00〜 

鈴 ⿅ ｻ ｰ ｷ ｯ ﾄ ﾎ ﾃ ﾙ 

S-PLAZA2F さくらﾎｰﾙ 

 ご紹介カード締切 

9 月 12 日 

出席報告  藤田 充 出席委員⻑ 

正会員 43 名中 26 名出席．出席率:70.27％ 

先週の補正出席率:72.22％ 

先々週の補正出席率：100.00.% 

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） 

※福井章子：福井が⻑い間お世話になり、ありが

とうございました． 

※川岸光男：本日の例会宜しくお願いします．卓

話 大泉さん、奥村さん、よろしく．インターア

クトの先生⽅、生徒の皆さんよろしく．福井様の

奥様ようこそ． 

野間芳実：奥村さん、大泉さん、卓話宜しくお願

い致します．福井章⼦様、お久しぶりです．鈴⿅

高校ＩＡＣの皆様いらっしゃい． 

岸本春雄：福井章⼦さん、ようこそいらっしゃい

ました．大、大、⾦のニコボックス有難うござい

ます． 

森 豊：吉岡先生、助田先生、生徒の皆さん、よ

うこそ．報告よろしくお願いします． 

世古口弘子：福井章⼦様、久しぶりです．インタ

ーアクトの皆様ようこそ． 

沖 俊成：インターアクトの皆様、福井様ようこ

そ．今日は、椿小学校の 3 年の孫たちとソバを蒔

きました．11 月に収穫し、12 月にみんなでソバ打

ちします． 

 
 

本日のプログラム:  

「会員卓話」大泉源之会員 

【出生】 

 鈴⿅市高岡町 市制誕生 

（旧 河芸郡一ノ宮村字高岡） 

昭和 9 年 6 月 12 日 生 

【事業活動】 

祖⽗が農業の指導者、⽗が⻘年学校の教官を

していました。私は⻑男で農業をしていまし

たが、減反政策の中農業だけでは生活が成り

⽴たないと思い事業を始めました。鈴⿅市に

は本田技研や旭ダウなどの⼯場がどんどん出

来ていました。 

昭和 45 年 有限会社 インターチェンジ鈴⿅ 

倉庫設⽴ 

昭和 49 年 鈴⿅インター株式会社に組織変更 

【鈴⿅商⼯会議所活動】 

2001 年（平成 3 年）10 代目会頭就任．3 期 

9 年勤める．3 つの柱。 

F1 日本 GP がトヨタ傘下の富士で一時開催さ

れたのを、鈴⿅開催に復帰する活動。 
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【ロータリー歴について】 

  入会：昭和 55 年 鈴⿅ロータリークラブ入会 

  鈴⿅⻄ロータリークラブ設⽴のため、昭和 60 

年移籍．3 代目幹事、8 代目会⻑ 

【ロータリーの出席について】 

平成 28 年ＩＭにて、剱田ガバナーより 30 年 

皆出席表彰受賞． 

【例会への出席のこと】 

  入会した当初は出席率がほとんど100％に近い

値で、出席が大事と教えられました。当時メ

イキャップは四日市まで⾏きました。それぞ

れの会員の皆さんが忙しいのに出席をされる。

頑張って⾒えるなと感じ、皆さんのお話を聞

くのが楽しみです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


