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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; 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; 

第 1572 回例会 2018 年 7 ⽉ 24 ⽇(⽕) 

例会場:  鈴⿅商⼯会議所 4 階⼤ホール 

例会進⾏:  勇 理維⼦ SAA 

開始:  12: 30 終了:  13: 30 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

ソング: 四つのテスト 

ソングリーダー: 服部⾼宣副ＳＡＡ 

ゲスト: 鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 

村⼭⽵則様（⻲⼭ RC） 

鈴⿅⾼等学校インターアクトクラブ 

顧問 助⽥友希先⽣ 

インターアクター 久保希美様、⿊⽥梓莉様 

ビジター: IM 実⾏委員⻑ 川瀬宏様（⻲⼭ RC） 

前会員 ⽥中正明様（タイ・ルンピニ RC） 
 
会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

皆さん、こんにちは．先⽇、7 ⽉ 10 ⽇親睦家族

旅⾏で琵琶湖⽅⾯への旅⾏にたくさん参加してい

ただきありがとうございました．奥村親睦委員⻑さ 
 

 
んお疲れ様でした．滋賀県琵琶湖の⼤津港からのミ

シガンクルーズ、また、船上での昼⾷バイキングそ

の後、びわ湖バレイへ向かい打⾒⼭ロープウェイに

乗って⼭頂での散策をして⾊々楽しい旅⾏をさせ

て頂きました．また、猛暑の中での⼤相撲名古屋場

所が先⽇ 22 ⽇に終わりましたが、われらが追⼿⾵

部屋の⼒⼠の⼈たちも暑さにも負けず健闘されそ

れぞれの成績を残されました．千秋楽の夜には、恒

例の都ホテルでの打上げパーティーがあり結構盛

り上がって、私もお酒をちょっと頂き⼤変楽しいパ

ーティーでした． 
 
ところで今年は、テレビの報道を⾒ておりますと、

命に係わる⾼温との警報が出ております．みなさん

体調の⽅はいかがでしょうか︖まだまだ暑い⽇が

続くと思いますが、くれぐれも体調に気をつけて下

さい． 
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幹事報告  森 豊 幹事  

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

8 ⽉ 14 ⽇（⽕）特別休会 

8 ⽉ 28 ⽇（⽕）⇒8 ⽉ 25 ⽇（⼟）鈴⿅・⻲⼭

グループガバナー公式訪問 5RC 合同例会・IM

のためコンフェット鈴⿅平安閣 

2. 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 RC: 8 ⽉ 15 ⽇（⽔）特別休会, 8

⽉ 22 ⽇（⽔）職場訪問例会のため伝統産業会

館, 8 ⽉ 29 ⽇（⽔）⇒25 ⽇（⼟）ガバナー公

式訪問 5RC 合同例会・IM のためコンフェット

鈴⿅平安閣 

鈴⿅ RC:2018 年 8 ⽉ 15 ⽇（⽔）お盆休会, 8

⽉ 29 ⽇（⽔）⇒8 ⽉ 25 ⽇（⼟）鈴⿅・⻲⼭グ

ループガバナー公式訪問合同例会・IM のため

コンフェット鈴⿅平安閣 

3. 第 2 回臨時理事役員会決議報告 

副幹事選任の件・・・藤野恵⼦会員 承認 

会員候補者推薦の件・・・（株）アクト 桑⼭

清和⽒ 承認 

4. 2017-18 年度第 15 回理事・役員会決議報告 

第 34 期収⽀決算報告について・・・承認 

5. 新会員推薦通知 

被推薦者:桑⼭清和（くわやま きよかず）⽒ 

（51 歳）; 事業所住所:四⽇市市茂福（もちぶ 

 
 
く）町 20-12 ; 役職:（株）アクト 四⽇市営

業所 所⻑; 職業分類:事務⽤機器販売; 推薦

者:加藤稔会⻑ 

※異議の有る⽅は書⾯にて7⽇以内に理事会に

通告してください． 

6. ロータリー⽶⼭記念奨学会より、第 9 回⽶⼭功

労クラブ感謝状が届いております． 

7. 鈴⿅・⻲⼭グループガバナー公式訪問合同例

会・IM 開催ならびに会⻑・幹事会開催のご案

内 

⽉⽇:2018 年 8 ⽉ 25 ⽇（⼟） / 場所:コンフ

ェット鈴⿅平安閣 

【会⻑・幹事会】9:00-10:00（出席義務者:

会⻑、幹事） 

【合同例会・IM】登録:10:00 点鐘:10:30〜 

講演:11:30-12:15 / 昼⾷:12:30-13:00 / 

テーブルディスカッション :13:00〜 終

了:14:45 / 登録料 ￥8,000（全員登録）/ 登

録締切 7 ⽉ 31 ⽇ 

8. 地区世界社会奉仕（WCS）補助⾦申請・受付の

ご案内 

補助⾦申請について: 補助⾦申請書は、地区事

務所国際奉仕⼩委員会までご提出下さい． 

補助⾦申請⽤紙の追加が必要な場合は、地区事

務所までご請求ください． 

補助⾦申請受付 及び 交付決定までの⽇程 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

3 
 

 
 

 
第 1 回 2018 年 8 ⽉ 31 ⽇（⾦）締切 同 9

⽉末交付予定 / 第 2 回 2018 年 12 ⽉ 25 ⽇

（⽕）締切 翌年 2 ⽉末交付予定  

9. 2018-2019 年度地区⼤会のご案内 

⽇時:2018 年 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）・14 ⽇（⽇）

場所:⻑良川国際会議場 

登 録 料 : 会 員 ￥ 10,000  家 族 ・ 関 係 団 体

￥5.000 歓迎晩餐会￥15,000 

※詳細は、本⽇配布してあります案内をご確認

ください  

10. ガバナー事務所より⽉信7⽉号訂正の連絡がご

ざいました。 

12 ページ 2018-19 年度 地区⾏事予定表

（上半期）《誤》10 ⽉ 29 ⽇（⽉）郡上⻑良川

RC 40 周年 《正》10 ⽉ 28 ⽇（⽇）郡上⻑良

川 RC 40 周年 

11. 鈴⿅サーキットより 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」募集の案内がきております．6 ⽉の臨時理

事・役員会において、当クラブから参加頂ける

⽅を募ることになりました．案内と申込書を配

布しますので参加頂けます⽅は必要事項をご

記⼊の上、7 ⽉ 31 ⽇（⽕）まで（期⽇厳守）

に事務局へご提出ください． 

12. 次週 7 ⽉ 31 ⽇（⽕）例会終了後、事務局にお

いて第 3 回定例理事・役員会を開催します． 

 
 
13. 受贈誌:2018-19 年度活動計画書 

（四⽇市北 RC、四⽇市東 RC、津 RC、⻲⼭ RC、

津南、鈴⿅ベイ、四⽇市南 RC） 

「訃報」 

服部芳樹パストガバナーが 6 ⽉ 29 ⽇に逝去され

たとの通知が、7 ⽉ 13 ⽇地区ガバナー事務所より

ありました。葬儀は家族葬にてすでに執り⾏われま

した．ご冥福をお祈りいたします。 
 
本⽇の⾏事 

インターアクト韓国交換交流派遣ご挨拶 

インターアクトクラブ活動助成⾦（⽬録）贈呈 

⽥中正明前会員より退会のご挨拶（記念品の贈呈） 
 
委員会報告 

鈴⿅⻄ローターアクトクラブ例会（7/12）報告         

川⼾広樹 RA 委員⻑ 

7 ⽉ 12 ⽇ 鈴⿅⻄ローターアクトクラブの例会

に参加してきました。 

前年度は鈴⿅⼤学の 4 年⽣で構成されていまし

たので、4 ⽉に会員がいなくなりましたが今年度は

3 年⽣ 8 名で再開しました。⽉ 2 回の例会と奉仕活

動を⾏います。8 ⽉ 7 ⽇の例会に会⻑の⽥中さんと

幹事の前原さんが来てくれます。会員の皆さんにご

理解をいただけるよう交流を図っていきたいと思

っています。よろしくお願いします。 
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鈴⿅⻄プロバスクラブ総会（7/19）報告 

川岸前会⻑ 
 
第 1 回ロータリー財団地区研修セミナー（7/21）

報告 森豊幹事 

今回は、財団委員⻑の杉村さんが、出席出来ない

と⾔う事で代理で出席して参りました。 

キャッチフレーズ「世界で良いことをしょう」で

始まり、⽇本のロータリー財団も 100 年を超えま

した。 

ポリオの感染症に40年前は600万⼈いましたが

昨年は、22 ⼈でした。 

最近は、セミナーが、やたらと多くなって来てい

るが 2015 年から会員数が右肩下がりに減ってい

る。特にアメリカ、⽇本、カナダが⽬⽴つ。会員増

強に⼒を⼊れる。 

職業奉仕は、⼈道奉仕でロータリー財団とクラブ

サポートが⼀体になる。 

ロータリーの認知度が特に低い。 

今回は、ポリオの話が多かった。 

國枝美佳講師 2780 地区藤沢北 RC 1996-97 年

度国際親善奨学⽣ポリオ予防接種モニタリング評

価担当 

なぜポリオが減っているのに、募⾦が必要なのか

と、よく聞きますがポリオは予防をしないと⼜増加

して⾏く、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェ

リアインドの⾞で⾏けないような村にまで届けて

0歳から5歳までの⼦供に投与しなくてはなりませ

ん。⾏くのに⾞が必要、⼈も必要、何百ヶ所と⼿分

けして⾏かねばならない、それには、お⾦が必要。 

ブレスしあわせの呼吸と⾔う映画が 9 ⽉ 7 ⽇か

ら上映されます。28 歳で余命数カ⽉と⾔われ 36

年⼈⼯呼吸器と共に世界⼀幸せに⽣きた実話です。

この近くでは、愛知県、⼤阪で有ります。是⾮とも 

 
⾒てください。 

次回は、10 ⽉ 20 ⽇ホテルグリーンパーク津で

開催されます。参加要請者は、会⻑エレクト、財団

委員⻑となっています。 

資料は、事務局に置いて御座いますので、宜しく

お願い致します。 

2017-18 年度下半期ならびに年間出席率表配布

（確認のお願い） 藤⽥充前出席委員⻑ 

⽩⿃中学校「おじさん先⽣」講師派遣について 

杉﨑雅代⻘少年奉仕委員⻑ 

出席報告  伊藤広海 出席委員⻑ 

正会員 40 名中名 30 名出席．出席率︓78.94% 

先週の補正出席率︓55.55% 

先々週の補正出席率︓84.21% 
 
ニコニコボックス報告 奥村隆司親睦家族委員⻑ 

※多額 順不同 敬称略 

※村⼭⽵則ガバナー補佐: 本⽇はよろしくお願い

します． 

川瀬宏（⻲⼭ RC）: IM 実⾏委員⻑の川瀬です．本

⽇は宜しくお願いします． 

※河⽥勝正: ①ガバナー補佐をお迎えして︕②「ロ

ータリー」の異議と限界、本質についてお話をお聞

きしたい． 

※加藤稔: ガバナー村⼭補佐、卓話よろしくお願い

します．鈴⿅⾼校インターアクト顧問 助⽥友希様、
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インターアクト 久保希美様、⿊⽥梓莉様⼜、ビジ

ターでお越しの⻲⼭ RC IM 実⾏委員⻑ 川瀬様、

ようこそお越しくださいました． 

※桃井⼒⽣: 岩崎さん琵琶湖の写真ありがとう． 

森豊: 村⼭ AG、川瀬 IM 委員⻑、前会員 ⽥中正

明様、鈴⿅⾼校インターアクトクラブの皆さん、よ

うこそお越しいただきましてありがとうございま

す． 

世古⼝弘⼦: 名古屋場所、⼤変御世話おかけ致しま

した．感謝します． 

藤野恵⼦: インターアクトクラブの皆様、ようこそ

お越しくださいました． 

岩崎透: 村⼭ AG さん、歓迎です．⽥中さん久しぶ

り．残念 

沖俊成: 村⼭ AG 様、鈴⾼ IA の皆様、⽥中正明様、

川瀬 IM 実⾏委員⻑様、ようこそお越しくださいま

した． 

藤⽥充: 昨年度、1 年間出席委員会にご協⼒ありが

とうございました． 

柴⽥友美: 村⼭ AG 本⽇はよろしくお願いします． 
 
本⽇のプログラム 

卓話 鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 村⼭⽵則様 

IM は，メインとしてはテーブルディスカッショ

ン．⼗分それを楽しんでいただきたい．鈴⿅⻄ RC

さんに是⾮とも助けていただきたいというのが私

の本⾳． 

例会が⼀番重要であるというガバナーの思いで

す．地区と各グループ・クラブの橋渡しを重点的に

⾏いたい． 

⾏動してから考えるタイプですので，迷惑をかけ

るかと思うのですが，頑張っていきたい． 
 
IM の説明  IM 実⾏委員⻑ 川瀬 宏様 

 
クラブ協議会 
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第 1573 回例会 2018 年 7 ⽉ 31 ⽇(⽕) 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4 階⼤ホール 

例会進⾏: 勇理維⼦ SAA 

開始: 12:30 終了:  13:30 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

ソング:  ⼿に⼿つないで 

ソングリーダー:  服部⾼宣副 SAA 
 
会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

皆さん こんにちは．先週までの酷暑といい、週

末⼟曜〜⽇曜には台⾵ 12 号が今までの⽇本列島へ

の接近⽅法が違って東から⻄へと近づき、上陸地点

も三重県の伊勢市となり近畿、中国、九州と進んで

この先どちらの⽅向に向かうのかなと思っていま

したら、種⼦島屋久島⽅⾯から東シナ海を通って中

国⽅⾯に向かうようです．私的には、九州からまた、

ターンをして⽇本海を北上するかと思っていたの

で良かったです． 

ところで、私が超名⾔集の中から今⽇はひとつ

「喜べば 喜びごとが 喜んで 喜び連れて 喜

びに来る」「前祝いのススメ」についてお話をした

いと思います．この世の中で最⼤の罪は「不機嫌」

でいることです．不機嫌はうつるからです． 

では、どうすれば「上機嫌」でいられるかです．

そいいことは何ひとつなくても、先にお祝いしてし

まえばいい． 

実は、この「前祝い」は、⽇本⼈が古来からやっ

てきた願いの叶え⽅でもあるのです．たとえば、お

花⾒や盆踊りは、古来⽇本⼈の願いを叶える為の知

恵でした．春に満開に咲く桜を秋のお⽶の実りに⾒

⽴て、先に喜び、お祝いすることで秋の豊作を引き

寄せようというのがお花⾒の由来です．盆踊りも、

豊作を喜ぶ「前祝いダンス」．前祝いすることを「予

祝」と⾔われますが、予祝こそ上機嫌をつくり、願

いを叶える最⾼の⽅法です． 

 あの俳優の武⽥鉄⽮さんが鳴かず⾶ばずだった

ときに、この「予祝」をしたことでブレイクしたと

いう話があります．鉄⽮さんのお⺟さんが、寝てい

たお⽗さんを起こして、「今から祝杯をあげよう」

と突然⾔い出し、鉄⽮さんは「めでたいことは、な

ーんにもなかばい」と伝えると、お⺟さんは「とに

かく先に祝おう」と⾔い「おまえには貧乏神が取り

憑いている．でも、乾杯すれば、その貧乏神は 

『ここまで苦しめているのに、まだおめでとうとか

思って拍⼦抜けして離れていく．だから親⼦三⼈で

⼀芝居打とう」と． 

 こうして親⼦三⼈で予祝をしたら、鉄⽮さんのも

とに『幸福(しあわせ)の⻩⾊いハンカチ』の映画出

演のオファーが来たそうです.鉄⽮さんはこれが

「予祝」だったのだとあとで知りました．喜べば喜

びがやって来る． 
 
幹事報告   森豊 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:8 ⽉ 13 ⽇（⽉）特別休会, 8 ⽉ 27 ⽇

（⽉）⇒ 8 ⽉ 25 ⽇（⼟）鈴⿅⻲⼭グループ

ガバナー公式訪問合同例会・IM 参加のためコ

ンフェット鈴⿅平安閣 

鈴⿅ベイ RC:8 ⽉ 16 ⽇（⽊）特別休会の為 

8 ⽉ 23 ⽇（⽊）→ 8 ⽉ 25 ⽇（⼟）鈴⿅・

⻲⼭グループガバナー公式訪問合同例会・IM

のためコンフェット鈴⿅平安閣 

2. 2018 年 8 ⽉の RI レートは、 1 ドル＝112 円

と本部より連絡がありましたのでお知らせ致

します．  

3. 鈴⿅・⻲⼭グループガバナー公式訪問合同例

会・IM の登録料について、全員登録となって
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おりますので、従来通り出⽋の有無に関わらず

￥4,000／1⼈の集⾦をさせていただきますの

で、何卒ご了承くださいますようお願いいたし

ます． 

4. 本⽇例会終了後、事務局において第 3 回定例理

事・役員会を開催します． 

5. 受贈誌:2018-19 年度活動計画書（桑名北 RC） 
 
 
委員会報告 

ローターアクト⼩委員会（7/29）報告 

川⼾広樹ローターアクト委員⻑ 

7 ⽉ 29 ⽇ローターアクト⼩委員会出席に岐⾩市

に⾏ってきました．会場は株式会社ユニオン 6 階⼤

会議室、村橋 PG が会⻑を務める会社です． 

時間は 13:00 から 16:45 の予定でしたが、朝か

ら RAC の会⻑幹事会が開かれており、RAC の地区

役員と各 RAC の会⻑幹事、ロータリークラブの地

区⻘少年奉仕委員⻑とRA⼩委員会の委員⻑と委員

の⽅々は午前中からの参加でした．そして午後から

の⼩委員会はロータリークラブのローターアクト

担当者を加えた会議でした．会議は参加者の⾃⼰紹

介から始まり、今年度のローターアクトクラブの地

区の⽅針と各クラブの活動⽅針の報告がありまし

た．⼤垣⻄・四⽇市・松阪・本巣・鈴⿅⻄・四⽇市

⼤学・岐⾩聖徳学園⼤学の 7 クラブで、会⻑幹事が

出席して報告したのが⼤垣⻄・四⽇市・本巣・岐⾩

成徳学園⼤学で、資料提出でその紹介が松阪、四⽇

市⼤学は計画書未提出で後⽇報告、我が鈴⿅⻄は不

⼗分な資料提出で結局私が現状を報告しました． 

会議は地区研修親睦会の計画と予算・第 41 回地

区年次⼤会の計画と予算が審議されました． 

今回 RAC の出席は 7 クラブの内 4 クラブで議決

が 3/4 のクラブなので承認ができない状態でした．

とりあえず参加 RAC の承認をもらい、加えて後⽇

不参加の RAC の承認をもらうようです．（3/4＜

6/7 7 クラブの内 6 クラブが参加しないと承認で

きない） 

第 2 回会⻑幹事会の案内の報告があり、来期につ

いて（エレクト）の協議がされました．そして第

40回地区年次⼤会の決算の審議で16:10に終了し

ました． 
 

RA ⼩委員会委員⻑から 

l 10/6（⼟）RA3 地区合同プロジェクト（愛知・

⻑野と合同） 

l 2/17（⽇）第 2 回地区 RA ⼩委員会（第 4 回

会⻑幹事会） 

l 5/25（⼟）RA 地区年次⼤会（本巣 RAC） 

には、会⻑・幹事・RAC 担当のいずれか 1 名参加

してほしいというお話がありました． 

鈴⿅⻄ RAC の会⻑幹事には会⻑幹事会（9/2、

11/25、2/17、6/23）に出席してもらうべく連絡

したいと思います． 
 
 
地区研修委員会・職業奉仕委員会合同セミナー

（7/29）報告 

河⽥勝正ロータリー情報委員⻑ 

服部⾼宣会員維持・増強委員⻑ 
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出席報告  藤⽥充 出席委員 

正会員 40 名中 22 名出席．出席率:62.85% 

先週の補正出席率: 81.57% (7/24) 

先々週の補正出席率: 72.22% (7/10) 
 
ニコニコボックス報告 奥村隆司親睦家族委員⻑ 

※多額 順不同 敬称略 

※加藤稔: オカリナ演奏の樋⼝尚美様、川北和⼦様、

⽔⾕千恵美様、塩川晴恵様、楽しみにしております．

よろしくお願い致します． 

野間芳実: オカリナ演奏、有難うございます． 

岩崎透: 尚美チャンをはじめ、オカリナの皆様歓迎

です． 

岸本春雄: オカリナの皆さんようこそ．本⽇はよろ

しくお願いします． 

若林忠義: オカリナ演奏は皆様ご苦労さん．岸本君

をうまくリードしてやってください． 

森喜代造: 台⾵ 12 号の被害、鈴⿅ではなかったよ

うです．まだ、暑さはこれからですので、お体ご⾃

愛ください． 

⼤泉源之: 本⽇はオカリナの皆さんご苦労様です． 

森豊: 岸本さん、久志本さんが⽋席になりましたの

で卓話とオカリナの皆さん、演奏楽しみにしていま

す． 
 

 
 
本⽇のプログラム 

「会員卓話」岸本春雄会員 

オカリナ演奏:樋⼝尚美様、川北和⼦様、⽔⾕千恵美様、塩川晴恵様 

 
 
 

クラブ広報委員会 

会報担当︓⽥中 通 


