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第 1559 回例会 2018 年 4 月 3 日（火）

鈴鹿事業所 鈴鹿さくら祭り会場内

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール

4 月 16 日（月）⇒14 日（土）地区研修・協議

例会進行: 藤野恵子ＳＡＡ

会参加のため長良川国際会議場

開始 12：30 終了 13：30

4 月 30 日（月）法定休日のため休会
第 12 回理事・役員会決議報告

点鐘： 会長 川岸光男

2.

ソング：君が代／奉仕の理想

＊2018-2019 年度地区インターアクト小委員会委
員推薦について・・伊藤義一会員を選任（承

ソングリーダー：

認）

勇理維子ソングリーダー

会長挨拶

＊タイ・ルンピニＲＣ「アナン記念分娩室」建

川岸光男会長

設への支援依頼について・・・
本日の例会ご出

会員の中から発起人を 3～5 名で立ち上げても

席ありがとうござ

らい、有志で行ってもらう。会長、幹事が選

います．4 月に入

任する。

り新年度が始まり

＊事務局複合機入れ換えについて・・・承認

ました．私も午前

＊その他

中は鈴鹿医療科学

・退会記念品について・・今後は在籍 3 年以上

大学への入学式に参列しました．新入学生 650 名

の会員に限ることで承認

の入学式です．これから永い学年で薬学部が 6 年

・台湾東部地震災害義援金は、3 万円を地区へ

制、看護学部が 5 年制と鈴鹿で永い生活をされま

送金する。

す．桜が満開です．今月 4/7～8 日鈴鹿さくら祭り

・会費未納者の対応について・・・承認

が旭化成鈴鹿製造所で開催されます．会員の皆様、
家族の皆様のご参加よろしくお願いします．

3. 4 月のロータリーレートは、 １ドル＝１04
円と地区ガバナー事務所より連絡がありま

本日は青少年奉仕健康月間に鑑み卓話を伊藤広

したのでお知らせ致します。

海青少年奉仕委員長によりお願いしております．

4. 米山梅吉記念館よ

よろしくお願い致します．

り、館報 2018 春号

幹事報告

豊副幹事

Ｖｏｌ．31 ならび

1. プ各ロータリークラブ例会変更のお知らせ

に春季例祭のご案

森

亀山ＲＣ：4 月 9 日（月）⇒7 日（土）ロー

内をいただきまし

タリーデー参加のため旭化成ケミカルズ（株）

た．
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5. 地区ガバナー事務所より、2017-18 年度地区

＊地区研修協議会について

森

豊副幹事

大会記録誌が届きましたので、出席者に配布

4 月 14 日 長良川国際会議場（岐阜）

させていただきました。

8：30 商工会議所出発､8：50 鈴鹿 IC 出発

6. 地区事務所より、学友だより第 7 号をいただ

11：30 受付・昼食

きました。

＊ゴルフ部会のお知らせ

7. 鈴鹿大学より、平成 29 年度学位記授与式の

豊副幹事

森

ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ案内が 4 月 6 日（金）で配付しまし

礼状を頂戴しております。

たが、6・7 日が雨の予報ですので 5 日（木）

委員会報告

に変更いたします。成績発表の打ち上げは

＊4 月度諸事お祝い

オーシャンテラスで 6：00 開始します。

岸本

春男睦・家族委員

出席報告

【会員誕生日】

藤田

充出席委員長

正会員 42 名中 19 名出席．出席率：52.77%

桃井力生会員

先週の補正出席率：65.71%

【結婚記念日】:

先々週の補正出席率：71.42%

仲村義昌・千

ニコボックス報告

鶴子様、若林

藤田

充会員
敬称略・順不同

忠義・千恵子

※多額

様、鈴木英夫・ゆかり様

※川岸光男：伊藤様、楽しい卓話を宜しくお願い
します．

＊ロータリーの友 2018 年 4 月号の紹介

※岸本春雄：この冬椿では、-5°、-6°の気温で長ら

川戸 広樹クラブ広報委員長

く冬眠していました．暦の上では啓蟄も過ぎ、桜

今月のポリオ撲滅の特集で、P9 に以前 IM の

も満開を過ぎ、やっと目が覚めました．色々な方々

鈴鹿ベイ RC 紹介で、毎年ポリオ投与に参加し

に声をかけて頂き、ロータリーの友情に感謝しま

ている長岡会員が同行する弘前アップル RC
の関場先生の記事があります。お読み下さい。

※小林充：第三次訪中を済ませましたので、片山

＊次期クラブ広報委員会開催について
岩崎

す．

上海日本海総領事も参加されました．

透次期ク

世古口弘子：岸本会員お帰りなさい．賑やかに楽

ラブ広報委員長

しくなります．ここしばらく訪中で私の桜名所と

委員会には次期会

なり沢山の観光でとても嬉しかったです．加齢な

長・幹事ご出席の元行い

がら参加できる事に感謝です．色々公務やらで欠

ます。CLP の委員会構成

席勝手しています．

でク ラブ広報は 会員維

柴田友美：本日は出張のため、例会は欠席です！

持増強委員会の中に

よろしくお願いします！

ありますので、次期会員維持増強委員長もご出

杉﨑雅代：張 丹丹さんは 3 月 26 日三重大学大学

席をお願いしております。

院を学長賞も授与されて卒業されました．当日、
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袴の着付けに行きましたが、飛び入りが二人もあ

会員卓話

り、式の始まる時間には間に合いましたが大変で

藤井光彦会員

した．三人の笑顔が忘れられません．丹丹さんは
母国中国に帰国されました．

本日のプログラム
「母子の健康月間に因んで」改め会員卓話
伊藤広海青少年奉仕委員長

「土地買収における苦労話」

伊勢市横輪桜
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