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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 1569 回例会 2018 年 6 月 19 日（火） 

例会場: もりもり食堂 

例会進行: 藤野恵子ＳＡＡ 

開始 18：30 終了 20：30 

点鐘： 会長 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：桑山清和様、岩崎千津代様、大泉信子様、 

森登代子様、玉田洋平様、川岸悠衣様（順不同） 

 

会長挨拶    川岸光男会長 

本日は最終親睦家族例会にご出席ありがとうご

ざいます．後ほどご紹介しますが、会員ご家族の

皆様もご参加いただいております． 

今期最後の例会ですので、一言お礼のご挨拶を

申し上げます．ロータリー歴の浅い私が会長を仰

せつかり、会員の皆様のご協力、ご支援で本日を

迎えました．又、河田ガバナー補佐や各委員長の

皆様にご協力いただき、併せて柴田幹事には心よ

り御礼申し上げます．改めて皆様に感謝申しあげ

ます．「ありがとうございました」 

本日はもりもり食堂さんでの家族例会です．会

員の皆様のご家族をご紹介します．（上記掲載につ

き省略） 

本日は、フライデーズ様のバンド演奏がありま

す．最後まで楽しんで下さい．「ありがとうござい

ました！！」 

幹事報告    柴田友美幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

＊7 月 10 日（火）夏季親睦家族例会のため、滋賀・

琵琶湖方面／本日、奥村次期親睦家族委員長よ

り案内を配布させていただきます。 

2. 現・次期合同理事、役員会（6 月 12 日）決議

報告 

 2018-19 年度 副幹事選任について 現時点

では決定していないので次回に審議する． 

 2018-19 年度年間プログラム（案）につい

て・・・承認 

＊7 月 10 日 夏季親睦・家族例会につい

て・・・琵琶湖方面を計画．予算 1 人／1

万円（会員・家族とも）承認 

 2018-19 年度 収支予算（案）について・・・

承認 

 2018-19 年度 財団寄付（＄100 相当・上

期）と米山特別寄付（￥3000・下期）を会

費と併せて徴収について・・・承認 

 2018-19 年度 ＩＭ・5ＲＣガバナー公式訪

問合同例会（8/25 開催）登録料について・・・ 

登録料の半額をクラブが負担する． 

 名誉会員（末松鈴鹿市長）の継続につい
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て・・・承認 

 鈴鹿市共同募金委員会委員の選任につい

て・・・小林英将 2018-19 年度社会奉仕委

員長を選任・承認 

 鈴鹿げんき花火協賛について・・・承認 

 その他 ロータリーデー、おじさん先生など

について 

3. 臨時 現・次期合同理事、役員会（6 月 19 日）

決議報告 

 杉野吉彦会員退会について・・・承認 

 （再）2018-19 年度収支予算（案）につい

て・・・承認 

 その他  8/23（木）鈴鹿モータースポーツ

フェスティバル「パレードサポーター」募集

について 

  

委員会報告 

＊白子中学校おじさん先生講師派遣につい

て 杉﨑雅代次期青少年奉仕委員長 

  7 月 2 日（月）白子中学校で 4 名の会員におじさ 

 ん先生の講師をお願いしました。 

＊夏季親睦家族例会のご案内 

奥村隆司次期親睦・家族委員長 

 7 月 10 日（火）琵琶湖日帰り旅行､文化会館 9:00 

出発～18:00 戻．会費 10,000 円 7/4 に集金． 

出席報告  藤田 充 出席委員長 

正会員 41 名中 27 名出席．出席率：72.97% 

先週の補正出席率：65.71% 

先々週の補正出席率：84.21% 

ニコボックス報告     

        沖 俊成親睦・家族委員長 

敬称略・順不同 

※多額 

※大泉源之：①川岸会長、柴田幹事ご苦労

様でした．②遠方の木曽崎より楽団で応援

に感謝します． 

※河田勝正：川岸会長、柴田幹事のクラブ

運営に感謝の意を表して・・． 

※加藤 稔：川岸会長、柴田幹事、一年間

お疲れ様でした．次年度もご指導宜しくお

願い致します． 

※川岸光男：本日の例会ご出席ありがとう

ございます． 

※世古口弘子：川岸会長、柴田幹事様、一

年間ご苦労様でした．今日はリラックスし

て下さって楽しいひと時を過ごしましょう． 

※岩崎 透：河田ガバナー補佐、川岸さん、

柴田さん一年間ご苦労様でした． 

岩崎千津代：沖さんよろしくお願いします．

柴田友美：川岸年度最後の家族例会です！

川岸会長のリーダーシップと会員の皆様に

心より御礼申し上げます． 

小林 充：川岸会長、柴田幹事ご苦労さん

でした． 

岸本春雄：2017-18年度最終例会を祝して．

服部高宣：川岸会長、柴田幹事、一年間お

疲れ様でした． 

森 豊：本日はもりもり食堂にお越しいた

だき有難うございます． 

沖 俊成：①川岸会長、柴田幹事、一年間

ご苦労様でした．②フライデーズの皆様、

今日は有難うございます． 

森喜代造：川岸会長、柴田幹事、一年間お
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疲れ様でした． 

藤田 充：川岸会長、柴田幹事、一年間お

疲れ様でした． 

藤野恵子：森さんお世話になります．フラ

イデーズさんようこそお越し下さいました． 

野間芳実：川岸会長、柴田幹事、一年間有

難うございました． 

奥村隆司：フライデーズの皆様、本日もよ

ろしくお願い致します．楽しみです．河田

ガバナー補佐、川岸会長、柴田幹事、役員

の皆様、一年間お疲れ様でした． 

若林忠義：もりもりさんお世話になります． 

勇理維子：最終例会 美味しい物を沢山い

ただいて楽しくおしゃべりして過ごしたい

です．宜しくお願いします． 

本日のプログラム 

 「本年度最終親睦・家族例会」 

沖 俊成親睦・家族委員長 

 

 

 

 
 

 
乾杯！  
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