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鈴鹿西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・亀山グループ; 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: 植田幸嗣

第 1539 回例会 2017 年 10 月 3 日（火） 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 森 連 副ＳＡＡ 

開始 12：30 終了 13：30 

点鐘:会長 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：米山記念奨学生 張 丹丹様 

会長挨拶 川岸光男会長 

早いもので今年も、も

う 10 月に入りました．今

年は大変暑い夏が続きま

した．これから秋を楽し

んでいただきたいと思い

ます．今月はＦ1 日本グランプリが開催されます．

私も1度、Ｆ1のデモカーに乗る機会がありました．

当時はフジテレビが放送されており、20 回記念大

会でＦ1 カーに 2 人乗りですが、乗車する機会があ

り、コースを 2～3 週後ろの座席で回りました．後

で、ドライバーにスピードは？と、聞きましたら、

時速 250ｋほどですとの事、体全体にＧがかかり、

このスピードで運転ができる事に関心致しました． 

 ガバナー事務所より、鈴鹿高校インターアクト

クラブが 2016-2017 年度ＲＩ会長賞（ＩＡＣ用）を

受賞して地区大会で表彰される連絡がありました．

今月 14 日～15 日は地区大会です．宜しくお願いい

たします．本日のゲストは米山記念奨学生 張 

丹丹さんです．後ほど卓話をいただきます． 

幹事報告 森 豊副幹事 

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロ

ータリークラブ例会変更の

お知らせ 

◇亀山ＲＣ：10 月 9 日（月）

法定休日の為、休会 

10 月 16 日（月）⇒14 日（土）・15 日（日）地区 

大会参加の為、伊賀市文化会館 

◇鈴鹿ベイＲＣ：10 月 5 日（木）→ 10 月 6 日、

7 日、8 日ＦＩ友愛の広場の為 

10 月 12 日（木）友愛の広場 慰労懇親会の為、鈴

宮鉄工（株） 

10 月 19 日（木）会場都合の為グリーンパーク鈴鹿 

10 月 26 日（木）特別休会の為、休会 

◇鈴鹿シティＲＣ：10 月 4 日（水）Ｆ１日本グラ

ンプリ開催の為、白子ストーリアホテル 

2. 当クラブ例会変更のお知らせ 

◇10 月 10 日（火）休会 

◇10 月 24 日（火）職場訪問例会の為、石鈴産業（株）

およびＮＥＸＣＯ中日本事務所 

◇10 月 31 日（火）休会 

3. 第 5 回理事・役員会決議報告 

1）10 月度プログラムの確認ならびに 11 月～12

月度プログラムについて 

添付資料に基づき承認 

2）鼓ヶ浦清掃プロジェクト（Ｒ財団補助金事業）

について・・・承認 

4. 地区ガバナー事務所より、10 月のロータリー

レートは 1ドル 112円との連絡がありましたので
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お知らせいたします。 

5. ロータリー米山記念奨学会より、米山月間資料

の 2017-18 年度版 豆辞典を配布いたしました。 

6. 津ロータリークラブ並びに日赤三重県支部よ

り点訳奉仕団への資材贈呈および支援に対する礼

状をいただきました。 

7. 2016-2017 年度活動報告書を配布いたしました

ので、ご高覧ください。 

8. 10 月 17 日（火）例会終了後、第 6 回理事・役

員会を事務局にて開催いたします。理事・役員は

ご予定ください。 

本日の行事 

米山奨学金の贈呈・・・張 丹丹様 

委員会報告 

① 10 月度諸事お祝い  

沖 俊成親睦・家族委員長 

【会員誕生日】            敬称略 

鈴木英夫、玉田香、眞弓純一、若林忠義 

【結婚記念日】野間芳実、山本行宗、川戸広樹・

一美、植田幸嗣・照子、岸本春雄・ひとみ、伊藤

広海・康子、河田勝正・艶子 

 

 

 

 

② ポールハリスフェロー、マルチプルポー

ルハリスフェロー表彰 

ＰＨＦ 勇理維子会員、伊藤広海会員、服部高宣

会員 

ＭＰＨＦ 桃井

力生会員、柴田

友美会員 

 

③ 職場例会のご案内 小林充職業奉仕委員長 

10月 24日（火） 

11:00～14:30 

場所；石鈴産業㈱砕石砂利工

場見学 

ＮＥＸＣＯ中日本事務所 

新名神工事現場視察、バナナ園見学 

④ ゴルフ部からのご案内  

森豊ゴルフ部会長 

忘年ゴルフコンペ 

11月 16日（木） 

近鉄浜島カンツリークラブ 

宿泊；大江戸温泉物語 伊勢

志摩～17 日（金）NEMU GOLF CLUB 

⑤ 第 31 回ふれあい広場鈴鹿のご報告 

勇理維子社会奉仕委員長 

10月 7 日（土） 

10：00～15：00 

弁天山公園でふれあい広場鈴

鹿開催 

⑥ ロータリーの友 

10 月号紹介 川戸広樹広報委員長 

3Ｐ：ＲＩ会長メッセージ 

ポリオ撲滅にご協力ください 

33Ｐ：2018-19 年度国際ロータ

リー会長にバリー・ラシン氏

が選ばれる 

37Ｐ：日本で一人の女性 佐々木ガバナー（青森） 

60Ｐ：クラブを訪ねて、高山中央ＲＣ 

出席報告  加藤 稔 出席委員 

正会員 43 名中 22 名出席．出席率:61.11% 

先週の補正出席率:72.97% 

先々週の補正出席率:72.22% 
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ニコニコボックス報告  

植田幸嗣 親睦・家族委員 

※印 多額           敬称略・順不同 

※河田勝正：最愛の妻との結婚式 10 月 24 日だと

思います． 

川岸光男：本日例会よろしく．張 丹丹様ようこ

そ． 

大泉源之：張 丹丹さんを歓迎します．益々頑張

って下さい． 

杉﨑雅代：米山奨学生の張 丹丹さん、お話を楽

しみにしています． 

桃井力生：奨学金に少々． 

沖 俊成：都合により早退させて頂きます． 

植田幸嗣：張 丹丹さんようこそ．43 年目の結婚

祝をいただきありがとうございました． 

本日のプログラム: 「米山月間に因んで」 

    米山記念奨学生 張 丹丹様 

 

←張 丹丹様を紹介する杉﨑

雅代米山記念奨学会委員長 

 

私は中国から来た留学

生の張丹丹でございま

す。今は三重大学人文社会研究科の大学院生 2 年

生です。2014 年 10 月はじめて日本に来てから、

あっという間に 3 年が経ちました。この 3 年間、

日本人の皆さんにいつも温かく接してもらい、ず

っと感動しております。来年の 3 月、卒業して中

国に帰るにもかかわらず、こんな感動も忘れられ

ないと思います。 

 大学時代の先生からロータリー米山奨学金のこ

とを知ってから、もう何年かが経ちました。今年

の４月、名古屋で行うロータリー米山奨学金例会

に初めて参加して、真剣的、親切的な雰囲気を感

じられました。その後、私は例会に週 1 回出席さ

せてもらっています。例会では、会員から声をか

けられ、食事やお祭りに招待してもらうなど、日

本の生活と文化を体験したい私にとって本当にう

れしい経験でした。また、大学院生の私にとって、

経営者の皆さんといろいろお話できるのは、非常

に贅沢なチャンスだと思います。 

米山奨学金の奨学生になってから 4 ヶ月間で、

会員の皆さんにいろんな活動に参加させてもらい、

心から感謝しております。5 月、米山委員長の後藤

さんは同じ奨学金を受けている徐さんと一緒に実

家まで招待してくれました。そのとき、伝統的な

「竹鼻祭り」を体験したり、有名な飛弾牛をご馳

走になったり、非常に楽しかった一日を過ごしま

した。6 月、カウンセラーの伊藤さんと一緒に鈴鹿

西相撲体験大会に参加することができました。相

撲大会は中国で有名ですけど、今までこんな体験

大会に出会ったことがないです。終了後、大雨で

会員の皆さんと一緒に片付けたのも忘れられない

です。また、7月、鈴鹿西クラブ会員の杉崎さんに

は実家の伝統的なお祭りに招かれました。 

 今まで、ロータリー米山奨学金で、たくさんの

経験、体験そのすべてが心に残っています。これ

からも、ロータリーのすばらしいところを体験し

たい気持ちで頑張っていきます。 

 

 


