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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 1577 回例会 2018 年 9 ⽉ 8 ⽇(⽕) 

例会場:  

オーシャンテラスホテル&ウェディング 5F 

例会進⾏: 服部⾼宣 副 SAA 

開始:  18:30 

点鐘: 会⻑ 加藤稔 

ソング: 君が代，奉仕の理想 

ソングリーダー: 勇理維⼦ SAA 

ゲスト:【鈴⿅⻄ローターアクトクラブ】 

会⻑ ⽥中俊輔様，幹事 前原直弥様 

宮⽥雄⽃様，駒⽥万由⼦様 

【会員ご家族】勇まり⼦様，岩崎千津代様， 

川岸悠⾐様，岸本祐也様，岸本歩美様， 

岸本夢愛さん，岸本美夢さん，⼩林泰永様， 

⼩林千真君，⼩林尚⽣君，桃井澄⼦様， 

森登代⼦様，平⼦かなえ様，森⼀重様，森幹晴様， 

⽯川正江様，沖澄⼦様，⼤泉信⼦様，杉﨑緑様 

（順不同） 

会⻑挨拶 加藤稔 会⻑ 

みなさん こんばんは．本年度，第⼆回⽬の親

睦・家族例会は，鈴⿅げんき花⽕⼤会の会場となり

ました．オーシャンテラス ホテル＆ウェディング 

藤井会員お世話になります． 

今年の夏の終わりがけには台⾵ 20 号，21 号の

襲来で前回の例会も休会となりました．また，⼀昨 
 

 
⽇の北海道全域を揺する⼤きな地震があり，被害に

遭われた⽅々には⼼よりお⾒舞い申し上げます． 

先程，ご紹介いたしましたが，今夜は，たくさん

のゲストの⽅々にご参加頂き，酷暑の夏を締めくく

るような 鈴⿅げんき花⽕をみなさんと共に楽し

みましょう． 

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 

鈴⿅ベイ RC: 9 ⽉ 6 ⽇（⽊）夏季親睦例会の

ため「とっくり」, 9 ⽉ 20 ⽇（⽊）特別休会 

⻲⼭ RC: 9 ⽉ 17 ⽇（⽉）, 9 ⽉ 24 ⽇（⽉）

法定休⽇のため休会 

鈴⿅ RC: 10 ⽉ 10 ⽇（⽔）⇒10 ⽉ 13 ⽇（⼟）

〜14 ⽇（⽇）会員親睦旅⾏・地区⼤会参加の

ため⻑良川国際会議場, 10 ⽉ 31 ⽇（⽔）特別

休会 
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2. 第 4 回理事・役員会決議報告 

(1) 9/25（⽕）夜間例会（もりもり⾷堂）に

ついて 

2000 円はクラブで負担，飲酒者 2000 円，

その他の⼈ 1000 円の会費徴収・・・承認 

(2) 10/2（⽕）本⽥技研⼯業（株）鈴⿅製作

所 職場例会について 

段取りは川岸会員にお願いする．詳細は後

⽇ 

(3) 11/4（⽇）三重県インターアクト協議会

について  

実⾏委員会を⽴ち上げ役割分担をし，詳細

を決定していく．実⾏委員は，森豊，服部 

沖，川⼾，柴⽥，勇，藤野としたい． 

(4) その他 

9 ⽉ 8 ⽇げんき花⽕にローターアクター4

名を招待する． 

ローターアクトについては，次回からは理

事会に諮ってからことを進める．奉仕活動

への参加も促して⾏きたい． 

3. 地区⼤会登録について，追加変更・取消の期限

は 9 ⽉ 12 ⽇（⽔）までになっております．期

限後の取消による返⾦は受け付けていただけ

ませんのでご承知おきください． 

4. 第 2 回地区ロータリー財団研修（補助⾦管理）

セミナーのご案内 

⽇時:2018 年 10 ⽉ 20 ⽇（⼟） 

10:30 登録・受付 

11:00 昼⾷ 

12:00 開会点鐘 16:30 閉会点鐘 

場所: ホテルグリーンパーク津 

出席要請: 2019-20 年度会⻑，ロータリー財

団委員⻑のいずれか 1 名 

登録料:1 名につき 6,000 円 

5. 2018 年 9 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． 

6. 8 ⽉末⽇で閉所されました直前ガバナー事務

所より，9 ⽉ 1 ⽇以降は上野 RC が残務処理を

引き継がれるとの案内を頂戴しております． 

7. ⻲⼭ロータリークラブより，鈴⿅・⻲⼭グルー

プガバナー公式訪問合同例会・IM の礼状をい

ただきました． 

8. 第 5 回理事・役員会を，9 ⽉ 25 ⽇（もりもり

⾷堂）17:00 から予定しています．理事・役

員各位には改めてご案内しますので，宜しくお

願いいたします． 

委員会報告 

9 ⽉度諸事お祝い 奥村隆司 親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】世古⼝弘⼦会員，植⽥幸嗣会員， 

川岸光男会員，服部⾼宣会員，藤野恵⼦会員， 

藤井光彦会員，伊藤義⼀会員 

【結婚記念⽇】勇理維⼦会員 
 
出席報告  藤⽥充 出席委員 

正会員 41 名中 24 名出席．出席率:64.86% 

先週の補正出席率:台⾵のため臨時休会 (9/4) 

先々週の補正出席率: 100.00% (8/25) 
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ニコニコボックス報告 沖俊成 親睦・家族委員 

※多額 順不同 敬称略 

※⼤泉源之: 毎年花⽕⼤会，オーシャンテラスでお

世話になります． 

※加藤稔: 鈴⿅げんき花⽕⼤会，みなさん⼀緒に楽

しみましょう． 

※桃井⼒⽣: 花⽕ダ︕花園の中に居ます． 

森豊: 今⽇は，藤井さん（オーシャンテラス）お世

話になります． 

世古⼝弘⼦: 久しぶりにお⽬にかかります．げんき

花⽕も楽しみ，雰囲気を味わわせて頂きます．オー

シャンテラス藤井会員お世話をお掛けします． 

岩崎透: 親睦さん，よろしく． 

岩崎千津代: お世話に

なります． 

若林忠義: 花⽕を楽し

ませて頂きます．藤井さ

ん，お世話になります． 

⼩林充: 告別式に出席

で⼤阪です．早く帰れば

出席させて頂きます． 

藤⽥充: 親睦さん，藤井

さんお世話になります． 

川岸光男: 本⽇はオー

シャンテラス藤井様，よろしくお願い致します． 

柴⽥友美: 藤井さん，今年もお世話になります．親

睦さん有難うございます． 

岸本春雄:今夜は家族多勢で参加させて頂きました． 

杉﨑雅代: オーシャンテラスの窓から⾒る花⽕を

楽しみに猛暑の夏を耐えてきました． 

藤野恵⼦: 藤井さんお世話になります．きれいな花

⽕が⾒えますように． 

森連: 親睦さんありがとう．今⽇は花⽕例会楽しみ

にしています． 

勇理維⼦: 花⽕楽しみです．宜しくお願いします． 

沖俊成: 藤井さんお世話になります． 

野間芳実: 本⽇は，花⽕が上がるのを楽しみにして

います． 

森喜代造: 今⽇はテラスでの花⽕⾒物を家族で楽

しみにしていました．決⾏して⼤変うれしく思いま

す． 

奥村隆司: 本⽇は沢⼭の参加ありがとうございま

す． 

川⼾広樹: 鈴⿅⻄ RAC の⽥中さん，前原さん，宮

⽥さん，駒⽥さんようこそ．皆さん RAC をよろし

く．
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本⽇のプログラム   「親睦・家族例会 （鈴⿅げんき花⽕⼤会）」奥村隆司親睦・家族委員⻑ 
 
 
 
 
第 1578 回例会 2018 年 9 ⽉ 25 ⽇(⽕) 

例会場: もりもり⾷堂 

例会進⾏: 服部⾼宣 副 SAA 

開始:  18:30 終了: 20:00 

点鐘: 会⻑ 加藤稔 

ソング: 四つのテスト 

ソングリーダー: 勇理維⼦ SAA 

ゲスト:横⼭加代美様，（会員家族）⼤泉信⼦様 
 
会⻑挨拶 加藤稔 会⻑ 

みなさん こんばんは．早速ですが，みなさんに

嬉しい報告があります．先⽇，2017-2018 年度

RI 会⻑賞受賞の報告を頂きました．川岸前会⻑・

柴⽥前幹事おめでとうございます． 

このところ，天気がはっきりせず，朝晩も肌寒く

なってきましたが，みなさん体調はいかがですか︖ 

くれぐれも体を⼤事にして下さい． 

9 ⽉に⼊って，先⽇の鈴⿅げんき花⽕⼤会に続い

てもりもり⾷堂さんでの夜間例会です．今夜も，宜

しくお願いします． 
 

幹事報告  森豊 幹事 

1. 当クラブ例会変更について 

Ø 10 ⽉ 2 ⽇（⽕）本⽥技研⼯業（株）鈴⿅

製作所において職場訪問例会 

² 鈴⿅市⽂化会館前にマイクロバスを

待機しておりますのでご乗⾞くださ

い． 

² 集合時間を鈴⿅商⼯会議所 12:15 集

合としましたが，現地到着時間を考慮

して出発時間を調整しますのでご了

解ください． 

² ⾷事の⼿配がございますので変更に

ついては，10 ⽉ 1 ⽇（⽉）正午まで

に事務局へお知らせください． 

Ø 10 ⽉ 9 ⽇（⽕）特別休会 
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Ø 10 ⽉ 30 ⽇（⽕）深⾕公園 時計台贈呈

式および環境整備（花壇の花の⼊れ替えと

植栽） 
 

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: 10 ⽉ 3 ⽇（⽔）会場都合の為

⽩⼦ストーリアホテル; 10 ⽉ 17 ⽇（⽔）⇒

10 ⽉ 13 ⽇(⼟)・14 ⽇(⽇) 地区⼤会参加例会

の為⻑良川国際会議場; 10 ⽉ 24 ⽇（⽔）特別

休会の為 

⻲⼭ RC: 10 ⽉ 8 ⽇（⽉）法定休⽇のため休

会; 10 ⽉ 15 ⽇（⽉）⇒13 ⽇（⼟）・14 ⽇（⽇）

地区⼤会参加のため⻑良川国際会議場 

鈴⿅ベイ RC: 10 ⽉ 4 ⽇（⽊）FI 友愛の広場

開催; 10 ⽉ 11 ⽇（⽊）友愛の広場慰労懇親会

のため鈴宮鉄⼯株式会社; 10 ⽉ 18 ⽇（⽊）特

別休会 
 

3. 地区⼤会（10 ⽉ 13 ⽇・14 ⽇）の貸切バスの

時間についてお知らせします． 

◇ 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）鈴⿅商⼯会議所 8:30 発 

鈴⿅ IC（フジスタッフィング駐⾞場）9:00

発 

◇ 10 ⽉ 14 ⽇（⽇） 

鈴⿅商⼯会議所 7:00 発 

鈴⿅ IC（フジスタッフィング駐⾞場）7:30

発 

当⽇の連絡については，13 ⽇（⼟）森幹事 携

帯 090-3257-8436，14 ⽇（⽇）服部会員携

帯 090-3309-5431 までお願いします． 
 

4. 2018 年 10 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． 

 
 
出席報告  ⼩林英将 出席委員 

正会員 41 名中 18 名出席．出席率:52.94% 

先週の補正出席率:75.67%（9/8） 

先々週の補正出席率:台⾵のため臨時休会（9/4） 
 
ニコニコボックス報告 沖俊成 親睦・家族委員 

※多額 順不同 敬称略 

※加藤稔: RI 会⻑賞おめでとうございます．もりも

り⾷堂さんお世話になります． 

※世古⼝弘⼦: ご無沙汰しております．お会いする

⽇を楽しみにしておりました．⼩林さんは公務で⽋

席です．その代わりに⼥性（横⼭加代美様）とご⼀

緒しました． 

※⼤泉源之: 今夜，もりもり⾷堂さんお世話になり

ます． 

森豊: 今⽇は，夜間例会もりもり⾷堂へお越しいた

だき有難うございます．10 ⽉，11 ⽉と事業の⼤き

な物があります．皆様のご協⼒をお願い致します．

勇理維⼦: 森さん，今⽇はお世話になります．いつ

も美味しいものを有難うございます． 

沖俊成: 森豊さん，お世話になります． 

岩崎透: お世話になります． 

藤野恵⼦: 森豊さん，お世話になります．秋の夜⻑，

ゆっくりと楽しい例会にしましょう． 
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若林忠義: 全国展の⼀⽔会展に 4 年連続⼊選でき

ました． 

⼩林英将: 来週，⻑男が 3 歳になります．今⽇はお

世話になります． 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本⽇のプログラム 「夜間例会」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会報担当: ⽥中通 


