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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 1550 回例会 2018 年 1 月 23 日（火） 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ大ホール 

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:：我らの生業 

ソングリーダー: 服部⾼宣副会⻑  

黙祷 故⼭本⾏宗パスト会⻑を偲んで 

⼭本⾏宗様が昨年 12 月 23 日にお亡くなりになり

ました．昭和 60 年 3 月 27 日に⻄ロータリークラ

ブに鈴⿅ＲＣから移籍されました．のちに各委員

会に所属されご活躍いただきました． 

会⻑挨拶 川岸光男会⻑ 

先週は椿神社での

本年が会員にとっ

てまた、⻄ロータ

リークラブのさら

なる発展を願って

多くの会員の皆様

にご出席いただき、

ご祈祷していただ

きました．大変寒い中ご出席いただきました．会

員の皆様ありがとうございました． 

参拝日に、永年⻄ロータリーに入会され、会発

展の為ご尽⼒いただきました⼭本様がお亡くなり

になりました事を知り、誠に残念でございました．

私にはまじめにロータリーに出席をされていたこ

とを思い出しますし、ゴルフクラブの会員として

一緒にプレーをさせていただいたことも又、いつ

も「川岸さん私は朝、御幣川の水に打たれて⾏水

をするんですよ。」と、楽しそうに話しをされてい

た事を思い出します．⼭本様のご冥福をお祈り致

します．さて、新しい年が明けました．私も会員

の皆様の助けをいただきながら頑張っていきたい

と思います． 

 本日、入会いただいた森喜代造様には日頃から

ご協⼒をいただいておりますし、永年社会奉仕を

知り尽くしておられる⽅です．ぜひ、⻄ロータリ

ー発展の為、ご活躍いただきます様お願い申し上

げてご挨拶と致します． 

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 

鈴 ⿅ シ テ ィ Ｒ

Ｃ：2 月 21 日

（水）→2 月 23 日（⾦）20 周年記念式典の為コ

ンフェット鈴⿅ 平安閣 

2 月 28 日（水）特別休会の為 

鈴⿅ＲＣ：2 月 21 日（水）職場例会のため AGF

鈴⿅株式会社  

3 月 21 日（水）法定休日 

2. 当クラブの 1 月 30 日（火）の例会は、夜間例

会です。出・欠のご返事が未だの⽅は事務局へ
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お知らせください。 

時間：受付 18：00 例会 18：30〜 

場所：もりもり⾷堂 

3. 2017-18 年度下半期会費について 

昨年 12 月 27 日付けでご案内しました下半期会

費について、お振込みがまだの⽅は宜しくお願

いいたします。 

⾦額：￥123,000（下半期会費+⽶⼭特別寄付⾦） 

振込先：百五銀⾏ 平田町駅前支店 （普通）

206775 鈴⿅⻄ロータリークラブ 

4. 2018 年会⻑エレクト研修セミナーについて 

日時：2018 年 3 月 10 日（土） 

受付 10：00 点鐘 10：30 懇親会 17：25  

終了 18：55 

場所：岐阜都ホテル 

出席者：加藤稔会⻑エレクト 

5. 直前ガバナー事務所より、2016-2017 年度地区

記録誌を頂戴いたしました。 

6. 本日例会終了後、事務局において、現（第 9 回）・

次期（第 1 回）理事役員会を開催します。 

本日の⾏事 

＊新会員入会式 森 喜代造様 

 推薦者 藤田充会員 

 

委員会報告  

＊1 月度 諸事お祝い 

沖 俊成親睦・家族委員⻑ 

【会員誕生日】森連会員、仲村義昌会員 

⼩林英将会員、寺田有子会員、藤田充会員 

 

【配偶者誕生】眞⼸由⾹⾥様、川⼾一美様 

【結婚記念日】伊藤義一・美江子ご夫妻、杉

村吉雄・幸子ご夫妻、沖 俊成・澄子ご夫妻、

藤田充・美智

子ご夫妻、衣

斐信⾏・朋子

ご夫妻 

＊ロータリーの

友 12 月号紹介  

川⼾広樹クラブ広報委員⻑ 

＊会員増強セミナー報告  

加藤稔会員維持・増強委員⻑ 

1 月 13 日津のグリーンホテルに会員増強セミナー

に会⻑・幹事と⾏ってきました。午後からの分科

会に事前のアンケートがありました。その結果の

紹介 1.会員増強 97.8％必要。2.クラブの 5 年後を

イメージ 61％ができる。3.クラブの状態に 57.6％

満足。4.何⼈が理想か、40〜45 ⼈が多い。5.どのよ

うにロータリーに入会したか、会員の紹介 51 名、

取引先の担当者 6 名、JC の OB5 名、強制 2 名。   

6.ロータリーは楽しい 92％。7.ロータリーは皆さん

の⼈生を素晴らしいものにした 93％。 
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＊ローターアクト小委員会報告・・・田中通

地区ローターアクト小委員会委員 

2018/01/21(日)に第 2 回 RA ⼩委員会が四日市の

じばさん三重で開催されました．ローターアクタ

ー9 名，ロータリアン 16 名が参加しましたが，残

念ながら鈴⿅⻄ RAC の参加は今回もありませんで

した．直前で所⽤のため不参加になった岸本委員

⻑から先⽅の様子を伺ってみると，少し先⽅のリ

アクションが薄い印象を受けました．ローターア

クター達の情報ネットワークであるグループウェ

ア"cybozu Live"に昨年ついに参加を果たした鈴⿅

⻄ RAC でしたが，情報の取得を郭先生に頼り切っ

ていた様子で，昨年 11 月からの出席要請に気づい

ておりませんでした．急いで郭先生に学生に打診

していただきましたが，既に会⻑・幹事のスケジ

ュールが埋まっており，またしても地区イベント

への参加を果たすことができませんでした．現段

階では情報の提供だけでなく，そのフォローアッ

プも必要な状況のようですので，今回の失敗を次

に活かしていきたいと思います．地区 RA および各

RAC の上期の活動報告と下期の活動計画が発表さ

れました．いつも⾏われているような活動内容で

はありましたが，今回は各 RAC ともにプレゼンの

クオリティが非常に⾼く，こういったことも若者

の能⼒を伸ばす RAC の役割であると実感しました． 

今期の地区ローターアクトの吉田篤志代表は以前

からこういったテクニックに⻑けた⽅だったので

すが，地区の RAC 全体が彼から良い影響を受けて

います．今まで文言ではそういうコミュニケーシ

ョン能⼒を伸ばす機会でもあるとありましたが，

それを目の当たりにした気持ちです．彼等の発表

を受けて，次は「RC から RAC へのサポート」に

ついて参加者全員が意⾒を言いましたが，ロータ

リアンとローターアクターとがほぼ交互になる発

表順で，実に効率よくテーマを深めていくことが

できていました．今回は会議として非常に充実し

ていて，鈴⿅⻄ RAC の⽅々に本当に参加してほし

かったです． 

＊2017-18 年度上半期出席率表配布・・・ 

藤田充出席委員⻑ 

出席報告  藤田 充 出席委員⻑ 

正会員 43 名中 22 名出席．出席率：57.89% 

先週の補正出席率：62.16% 

先々週の補正出席率：75.00% 

ニコニコボックス報告  

植田幸嗣親睦・家族副委員⻑ 

※多額            順不同 敬称略 

※川岸光男：本日は新し

い仲間、森様を迎えます．

心より歓迎いたします． 

森喜代造：入会しました．

よろしくお願いします．  

藤田 充：私と同じ住吉

半沢自治会の市議会議員で会計及びベンリ屋の議

員さんです．よろしく．私からもお願いします． 

大泉源之：森喜代造さんの入会おめでとうござい

ます．大歓迎です． 

岩崎 透：森さん入会おめでとうございます． 

小林 充：森喜代造さんの入会を歓迎して． 

沖 俊成：森喜代造様入会おめでとうございます． 

世古口弘子：森喜代造様ご入会おめでとうござい

ます．よろしく． 

服部高宣：森喜代造様入会歓迎致します． 

柴田友美：森さんご入会おめでとうございます．

藤田会員ご紹介をありがとうございます． 

森 豊：森喜代造様入会おめでとうございます．

これから仲良くお願いします．ゴルフ部には同時

入会となりますのでよろしくお願いします．  
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桃井⼒生：奨学⾦に少々． 

植田幸嗣：名古屋の徳川園でわら囲いしたピンク、

⾚、⽩、⻩、等の寒ボタンを観てきました．温室

から出され寒さに耐え頑張って咲いていました． 

本日のプログラム 

「クラブ協議会」 

 前期の報告ならびに後期の予定 

について 

会⻑・幹事の報告 

服部⾼宣クラブ  

運営委員⻑の報告 

 
 
 
 
 

藤田充出席 

委員⻑の報告 

 
 
 
 
 
 

沖俊成親睦家族  

委員⻑の報告 

 
 

 
 
 
藤野恵子 SAA の 

報告 

 
 
 
 
 
 
 
 

加藤稔会員維持増強 

委員⻑の報告 

 
大泉源之職業分類・ 

会員選考委員⻑の報告 

 
 
 

川⼾広樹クラブ広報 

委員⻑の報告 

 

世古口弘子奉仕プロジェ

クト委員⻑の報告 

 
 

⼩林充職業奉仕委員⻑ 

の報告 

 
 
 
 
 
 
 

勇理維子社会奉仕委員⻑

の報告 

 
 
 
 
 
 
 
 

森豊インターアクト 

委員⻑の報告 

 
 
 

 
 
 
 

 


