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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: 川戸広樹

第 1567 回例会 2018 年 6 月 5 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 

会長挨拶    川岸光男会長 

 

 本日の例会ご出席ありが

とうございます．6 月は西

ロータリークラブ最終の月

となります．私にとってこ

の一年間は大変永い一年で

あったと思います．今月末

の例会で改めて御礼申し上げたいと思います．  

 先日、鈴鹿相撲協会の総会が開かれました．会

長は当クラブの小林充様です．私も役に立っては

いないのですが、追手風部屋のお手伝いの為協会

へ皆さんに行っていただいております．今月末に

は追手風部屋が白子で始まります．土俵管理など、

協会の皆さんにお世話になっております．名古屋

場所が始まります．西ロータリーの皆様に何かと

お世話になります． 

本日は新会員の入会式です．久志本様の入会を

心から歓迎申し上げます．今日はクラブ協議会で

す．加藤会長エレクト、森次期幹事にて会を進め

て頂きます．では、宜しくお願い申し上げご挨拶

と致します． 

幹事報告    森 豊副幹事 

1. 2018-19 年度ＩＭ・ガバナー公式訪問合同例会

の報告書が出来上がりましたので、配布いたし

ます。 

2. ロータリー情報冊子の注文を受け付けており

ます。ご希望の方は回覧版に記入をお願いいた

します。勝手ながら次週 12 日の例会で一旦、

注文を締め切らせていただきます。 

3. 2017-18 年度活動報告書の提出を各委員長様に

お願いいたします。 

提出期限は 6 月 29 日（金）とさせていただき

ます。メールアドレスをお持ちの方には後刻用

紙をメール添付にてお送りいたしますので宜

しくお願いいたします。 

4. 次週 6 月 12 日（火）例会終了後、現・次期合

同理事・役員会を事務局において開催いたしま

す。 

本日の行事 

「新会員入会式」 

 住友電装（株）鈴鹿製作所  

鈴鹿製作所長 久志本敦史様 
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委員会報告 

＊6 月度諸事お祝い 

沖 俊成親睦・家族委員長 

【会員誕生日】 

大泉源之会員 加藤稔会員 森 豊会員 森喜

代造会員 

 

【結婚記念日】岩崎 透・千津代様 加藤稔・

千江子様 

＊本年度最終親睦・家族例会について 

沖 俊成親睦・家族委員長 

  6 月 19 日（火）18：30 よりもりもり食堂 

  ご家族の皆様も奮ってご参加ください。 

  アトラクション：フライーデーズ 

  6 月 12 日に会費の集金をします。 

＊ロータリーの友 2018 年 6 月号の紹介 

       川戸 広樹クラブ広報委員長 

＊鈴鹿・亀山グループ次期会長、幹事会報告 

森 豊副幹事 

  5 月 22 日 18：30 あんぜん文化村ﾛｲﾔﾙﾙｰﾑにて 

開催． 

  各クラブの会長幹事、IM 実行委員長が参加． 

  IM の詰め､おじさん先生（白子中）の依頼､他． 

＊次期会員増強研修セミナー報告 

加藤 稔会長エレクト 

  5 月 26 日岐阜グランドホテルにて開催 

  柴田幹事､森喜代造会員､奥村隆司会員と参加 

  特別講演「周年と会員増強」三浦眞一様（八王

子西 RC）・周年で増強、創立時 31 名が 50 年

目で 103 名､現在 112 名．・会員増強の必要性を

皆に意識させる．等々・ 女性会員の「入会し

て良かったこと」柴田幹事を始め 13 名の報告． 

＊青少年奉仕委員会 講師派遣について 

       杉﨑 雅代次期青少年委員長 

  5 月 13 日青少年育成研修セミナーに出席、 

  来年度は出前講座を中心に取組む．鈴鹿･亀山

ｸﾞﾙｰﾌﾟは村山 AG が窓口で早速依頼があり、7

月 2 日 白子中 鈴鹿西 RC から 4 名、今朝から

お願いしてお引受けいただきました． 

＊2018-19 年度ＲＩテーマバッジ配布   

加藤 稔会長エレクトより会員の皆様へ 

出席報告  藤田 充 出席委員長 

正会員 42 名中 28 名出席．出席率：73.68% 

先週の補正出席率：66.66% 

先々週の補正出席率：61.76% 

ニコボックス報告     

寺田 有子親睦・家族委員 

敬称略・順不同 

※印多額 

※川岸光男：久志本敦

史様  今後とも西ロ

ータリーをよろしく

お願いします． 

※服部高宣：椎間板ヘルニアの手術となり

お休みを頂いておりました．ご迷惑をお掛

けしましたが、今月より復帰させて頂きま

す．引き続きよろしくお願いします． 

※大泉源之：今日は誕生日を迎えます．遂

に西ＲＣで最高齢となりました．めでたし

か、と思うべきでしょうか． 

森喜代造：昨日 66 歳を迎えました．決して

嬉しい事ではありません．これからは健康
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に気をつけたいです． 

桃井力生：久しぶりに例会に出席しました

ので． 

野間芳実：久しぶりに例会場での出席です． 

岸本春雄：服部さん全快おめでとう． 

岩崎 透：久志本さん、入会大歓迎です． 

久志本敦史：新会員です．よろしくお願い

します． 

沖 俊成：久志本様、ご入会おめでとうご

ざいます． 

本日のプログラム 

 「クラブ協議会」次期事業計画について 

  次期会長、幹事、委員長 

  
加藤 稔会長      森 豊幹事 

  
小林充例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 伊藤広海出席委員長 

   
奥村隆司親睦･家族委員長 勇 理維子 SAA 

  
服部高宣会員増強委員長 河田勝正情報･ｽﾀｰ委員長 

  
岩崎 透ｸﾗﾌﾞ広報委員長 衣斐信行職業奉仕委員長 

  
小林英将社会奉仕委員長   杉﨑雅代青少年奉仕委員長 

  
沖俊成国際奉仕委員長 田中通児童詩ｺﾝｸｰﾙ委員長 

川戸広樹 RA 委員長 
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