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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 1548 回例会 2017 年 12 月 19 日（火） 

例会場: ベーカリーレストラン ヴァンサンク 

例会進⾏: 藤野恵子 ＳＡＡ 

開始 18：30 終了 20：30   

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：⽶⼭記念奨学⽣ 張 丹丹様 

「会員家族」岩崎千津代様、勇まり子様、桃井澄

子様、森登代子様、沖澄子様、田中 元君・慧ち

ゃん、川岸圭子様・悠⾐様、⻯司様（順不同） 

会⻑挨拶 川岸光男会⻑ 

本日はヴァンサンクさんでの忘年家族例会に沢⼭

の会員の皆様、寒い中ご出席ありがとうございま

す．今回の例会で約半年間、会⻑として頑張って

来ましたが、会員のご支援があって続けてこられ

ました．本日は沖親睦委員⻑の協⼒により例会が

開催されます．是非、楽しい例会になる様お願い

申し上げます． 

少し早いですが良きお年をお迎えいただきます

ようお祈り申し上げ、挨拶としたします。 

では、本日のご家族の皆様を紹介します．（省略） 

 

本日の⾏事 

⽶ ⼭ 記 念 奨 学 生 

奨学⾦の贈呈 

張 丹丹様 

張さんは、中国 河南

省の出⾝で三重県と友

好都市です．ただ⼈⼝が、河南省 1 億⼈、三重県

180 万です． 

幹事報告  柴田友美幹事  

1. 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 

【⻲⼭ＲＣ】12 月 25 日（月）特別休会 

2018 年 1 月 1 日（月）法定休日 

1 月 8 日（月）法定休日のため休会 

1 月 29 日（月）⇒27 日（⼟）⻲⼭大市参加の

ため⻲⼭大市会場 

【鈴⿅ベイＲＣ】：2018 年 1 月 4 日（木）特別休会 

  1 月 11 日（木）新年例会の為、彌都加伎神社 

1 月 25 日（木）特別休会 

2.第 8 回理事・役員会決議報告 

▪2018 年 1 月度プログラムの確認と 2 月〜3 月

度プログラム予定について 

1 月 30 日（火）鈴⿅サーキットホテル⇒  

場所を変更する  承認 

▪会員候補者推薦について・・・森 喜代造氏 

 承認 

入会式は 2018 年 1 月 16 日（火）を予定． 

▪鼓ヶ浦海岸清掃プロジェクトの報告について 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

 
2 

ロータリー財団補助⾦プロジェクト報告書の

とおり承認する． 

▪その他 

＊上半期会費未払いの会員への対応について 

   会⻑名にて会費入⾦の督促⽂書を送ること

とし、紹介者と会⻑が訪問し、理事会で結

果報告をする． 

＊児童詩コンクール作品の番号付け作業につ 

いて、参加した会員はメークアップ扱いと 

する． 

3.会員候補者推薦通知 

被推薦者：森 喜代造氏 

住所：鈴⿅市住吉 3 丁目 11-6 

職業分類：農業 

推薦者：藤田 充会員、野間芳実会員 

※異議の有る⽅は、7 日以内に書⾯でもって理事

会に通告してください。 

4.「Ｅｖｅｒｙ Ｒｏｔａｒｉａｎ，Ｅｖｅｒｙ 

Ｙｅａｒ」クラブならびに 100％ロータリー財

団寄付クラブのバナーをＲＩ本部よりいただ

きました。 

5.一般財団法⼈ ⽐国育英会バギオ基⾦より、

2016 年度事業報告書を受け取りました。  

出席報告  藤田 充 出席委員⻑ 

正会員 43 名中 27 名出席．出席率：75.00% 

先週の補正出席率：69.44% 

先々週の補正出席率：62.85% 

 

ニコニコボックス報告  

伊藤広海 

親睦・家族委員 

 
 
 
 

※多額            順不同 敬称略 

※川岸光男：本日は家族例会に沢⼭ご出席ありが

とうございます． 

柴田友美：色々ご心配頂きありがとうございます．

今日は楽しみましょう． 

河田勝正：誕⽣日の祝詞をレクサスの⾞内からア

ナウンス．78 回目の誕⽣日を迎えて． 

森登代子：今回ヴァンサンクで会合をして下さい

ましてありがとう．今年は主⼈がいないので私が

出席させてもらいました．よろしく． 

世古口弘子：今年の家族例会楽しみましょう． 

⼩林 充：今年度半期が終わろうとしています．

川岸会⻑、柴田幹事及び役割者の皆さん、ご苦労

様です．本日もよろしく 

沖 俊成：皆様、ご参加有難うございます．ヴァ

ンサンクさんお世話になります． 

藤田 充：一年間皆さんに支えられ過ごすことが

できました．ありがとう． 

藤野恵子：沖さんはじめ親睦委員の皆様ありがと

うございます．忘年例会大いに楽しみましょう． 

⾐斐信⾏：ポリオ募⾦の箱忘れてきましたが、ま

だの⽅、現⾦で⾐斐がお願いします．今年もお世

話になりました． 

加藤 稔：今日の例会準備ありがとう． 

若林忠義：ヴァンサンクさんお世話になります．

忘年例会を楽しませて頂きます． 

杉村吉雄：本日は忘年例会楽しみましょう 

岩崎 透・千津代：2 ⼈目の孫が⽣まれます． 

岩崎 透：東京の百貨店に 3 店舗出しました． 

大泉源之：今年も良い年で終わりそうです． 

⼩林英将：10 月に子供が⽣まれました． 

伊藤義一：忘年会、皆さん楽しんでください． 

田中 通：今夜は⻑男の元と、⻑⼥の慧を連れて

きました．よろしく！！ 
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本日のプログラム: 「忘年親睦家族例会」 

沖 俊成 親睦・家族委員⻑ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

仲村義昌会員より親睦委員会へ心温かいお気

遣いを戴きまた。心から御礼申し上げます。 


