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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 1579 回例会 2018 年 10 ⽉ 2 ⽇(⽕) 

例会場: 本⽥技研⼯業（株）鈴⿅製作所 

例会進⾏: 岸本春雄 副 SAA 

開始: 13: 30 終了: 15︓20 

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 

ゲスト︓本⽥技研⼯業（株）鈴⿅製作所 

     庶務課⻑ 榊原幸治様 

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

皆さん、こんにちは．台⾵ 21 号に続き⼜、週末 30

⽇に同じようなルートを通って、台⾵ 24 号がやっ

て来ました．前触れは⾮常に強い台⾵であるとの予

報でありました．当⽇、⼣⽅には緊急速報というこ

とで、私の携帯に避難準備情報のメールがたくさん

⼊り、⼤変⼼配をしておりましたが、この地域はあ

まり⼤きな被害が無かったので良かったと思いま

す． 

今⽇は、職場訪問例会ということで、本⽥技研⼯

業（株）鈴⿅製作所さんにお邪魔しております．川

岸前会⻑・⾐斐職業奉仕委員⻑、⾊々とありがとう

ございました．⽇本・鈴⿅市を代表する企業、本⽥

技研⼯業（株）鈴⿅製作所さんにお世話になりまし

て、会員 24 名で⾒学させて頂きます． ⽇頃は、

なかなか⾒られない⼯場⾒学だと思います．会員の

中にも⾊々な職業があって、ホンダ⾞の製造にかか

わってみえる⽅もおられるかと思いますし⼜、ホン

ダ⾞にたくさんの⽅が乗っておられますが、そんな

に経験出来ない職場⾒学だと思いますのでゆっく

りと⾒学させて頂きましょう． 

幹事報告  森 豊 幹事  

1.当クラブの例会変更について 

・10 ⽉ 9 ⽇（⽕）休会 

・10 ⽉ 16 ⽇（⽕）と 23 ⽇（⽕）通常例会 

・10 ⽉ 30 ⽇（⽕）深⾕公園時計台贈呈式ならび

に花壇の整備など 

2.第 5 回理事・役員会決議報告 

・10 ⽉度プログラムの確認および 11 ⽉〜12 ⽉度

プログラムについて 承認 

・10 ⽉ 30 ⽇（⽕）時計台贈呈式および環境整備

（花の植え替え、植栽）について・・・ ●集合時 

 間︓9 時 30 分（時間厳守）12 時昼⾷、解散  

テント⼿配︓奥村会員に依頼する． 

・11 ⽉ 4 ⽇（⽇）三重県ＩＡ協議会について・・・

●全員登録でお願いする．参加費 2000 円 

10 ⽉ 16 ⽇の例会にて会員の役割分担について説

明、お願いをする． 

委員会報告 

1. 三重県インターアクト協議会について 

      藤野恵⼦インターアクト委員⻑ 
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出席報告    藤⽥ 充 出席委員⻑ 

正会員 41 名中 24 名出席．出席率︓64.86% 

先週の補正出席率︓61.76%（9/25） 

先々週の補正出席率︓75.67％（9/8） 

本⽇のプログラム 

「職場訪問例会」本⽥技研⼯業（株）鈴⿅製作所 

     本⽥技研⼯業（株）鈴⿅製作所 

         庶務課⻑ 榊原幸治様 

【タイムスケージュール】 

１３時００分 第⼀⾷堂にて昼⾷ 

 １３時３０分 例会（会⻑挨拶、幹事報告）  

 １３時４５分〜１４時３５分 概要説明 

 １４時４０分〜１５時２０分 ⼯場⾒学 

 

 

第 1580 回例会 2018 年 10 ⽉ 16 ⽇(⽕) 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 

例会進⾏: 岸本春雄 副 SAA 

開始: 12: 30 終了: 13︓30 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

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 

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん こんにちは．久しぶりの例会場に戻って

来ました．先々週は、本⽥技研（株）鈴⿅製作所に

お邪魔致しました．職業奉仕委員会 ⾐斐委員⻑そ

の節はお疲れ様でした． 

⼜、先週は、例会は休みでしたが、深⾕公園で社

会奉仕委員会 ⼩林委員⻑のもと、花壇の植栽準備

と、私は時計台の基礎⼯事等をさせて頂きました．

明⽇は、時計の設置⼯事を予定しております．それ

で完成となり 30 ⽇の贈呈式に備えたいと思います． 

地区⼤会の報告は後程あると思いますが、この度、

RI 会⻑賞を頂いてまいりましたので、ここでご報

告をさせて頂きます．そして、直前のガバナー補佐

として河⽥勝正会員に感謝状を頂きました． 

我が鈴⿅⻄ロータリークラブは、毎年会⻑賞とか

⾊々な賞を頂いております．これも会員の皆さんの

結束⼒・協⼒のおかげと思いますし、今年も深⾕公

園の社会奉仕事業も含め、今年度も会⻑賞を頂ける

ように頑張ってまいりたいと思います．  

      
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 

鈴⿅シティＲＣ︓11 ⽉ 7 ⽇（⽔）会場都合の為

⽩⼦ストーリアホテル 

11 ⽉ 21 ⽇（⽔）7︓30〜18︓00 紅葉例会の為

福井県 越前⽅⾯  

2.ロータリー⽶⼭記念奨学会より届きました、⽶⼭

⽉間資料「2018-19 年度版 ⾖辞典」を配布いた

しました． 

3.2017-2018 年度の活動報告書が出来上がりまし

た．配布致しましたのでご⾼覧ください． 

4.津ロータリークラブより⽇⾚三重県点訳奉仕団

への資材贈呈についての報告をいただきました． 

5.次週 10 ⽉ 23 ⽇（⽕）例会終了後、第 6 回理事・
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役員会を事務局において開催致します． 

委員会報告 

10 ⽉度諸事お祝い  

         奥村隆司 親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】鈴⽊英夫会員、⽟⽥⾹会員、眞⼸純

⼀会員、若林忠義会員 

【結婚記念⽇】野間芳実会員、川⼾広樹・⼀美様、 

杉﨑雅代会員、植⽥幸嗣・照⼦様、岸本春雄・ひと

み様、伊藤広海・康⼦様、久志本敦史・澄⼦様、河

⽥勝正・艶⼦様 
 

 
ロータリー⼀⼝情報  

河⽥勝正 Ｒ情報・スター委員⻑ 

０７．３２９の制定案についてお話します。フラン

スでは、⼥性は⼀定期間が過ぎると 2〜3 年のあい

だ、職を離れるといった仕組みがあります。その間

にロータリアンとして活動したいという時代背景

があり、フランスから提唱され規程審議会で取り上

げられました。これが⽇本に⼊ってきてからは、主

婦でもロータリアンになれるといった理解に繋が

っているケースが⾒受けられる。正しく理解するこ

とが重要である。 

 
 

 

深⾕公園時計台贈呈式／環境整備ならびに第 32

回ふれあい広場鈴⿅（10/13）報告 

         ⼩林英将 社会奉仕委員⻑ 

2017-2018 年度下半期／全期皆出席者表彰 

藤⽥ 充 前年度出席委員⻑ 

三重県インターアクト協議会について 

藤野恵⼦ ＩＡ委員⻑ 

出席報告    藤⽥ 充 出席委員⻑ 

正会員 41 名中 26 名出席．出席率︓70.27% 

先週の補正出席率︓68.42%（10/2） 

先々週の補正出席率︓64.70％（9/25） 

ニコニコボックス報告 

         奥村隆司 親睦・家族委員⻑ 

※河⽥勝正︓①無事、ガバナー補佐の任務、表彰

されました． 

②最愛の妻との結婚記念⽇を忘却〜 

※加藤 稔︓先⽇の地区⼤会参加有難うございま

した． 

※野間芳実︓①区⼤会ご苦労様でした． 

②結婚記念⽇のお祝い有難うございました． 

森 豊︓13 ⽇・14 ⽇地区⼤会参加者の⽅々、お

疲れ様でした．特に運転の服部さん、有難うござ

いました． 

奥村隆司︓きれいチャリティゴルフにご協⼒頂き

有難うございます．参加下さった会員の皆様、お

疲れ様でした． 

本⽇のプログラム 

クラブ協議会「地区⼤会の報告」 
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第 1581 回例会 2018 年 10 ⽉ 23 ⽇(⽕) 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 

例会進⾏: 岸本春雄 副 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:  勇理維⼦副ＳＡＡ 

ゲスト︓地区⽶⼭奨学会部⾨委員会委員 

近藤輝⽮様（伊勢中央ＲＣ） 

2016 学年度ロータリー⽶⼭記念奨学⽣  

管 浩然様 

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん こんにちは．先⽇ 18 ⽇、深⾕公園で

時計を取付け贈呈式の準備は出来ました．当⽇、社

会奉仕委員⻑の⼩林さんにも出席を頂き、本職であ

る芝⽣を張って頂きました．⼜、贈呈式当⽇、花の

植栽をみなさんにご協⼒宜しくお願いします．この

時計ですが、私の感じでは少し⼩さく⾒えましたが、

公園に良くマッチした時計だったなと思います．こ

の時計は、ソーラー式で時間調整を FM 電波でする

そうです．  

今⽉は、⽶⼭⽉間にちなんでお話をされることと

関連して、私ごとですが⼋⽉末に家族で伊⾖旅⾏を

した時、伊⾖三島にあります⽶⼭梅吉記念館に寄り、

⽇本ロータリーの創始者である⽶⼭梅吉翁の偉業

を各展⽰室で⾒て参りました．いつも挨拶⽂の中で

名⾔集からひとつを挙げて以前お話をしましたが、

今回は少し時間的に間に合わなかったので次回以

降、またお話をさせて頂きます． 

ところで、私の住所は四⽇市市なのですが、本⽇

2020 年度より導⼊する図柄⼊りの四⽇市ナンバー

の発表がありました。7 ⽉より市内の⾼校⽣から募

集し 90 点の中から 5 点に絞られました．図案は、

コンビナートの夜景・伝統⼯芸の⽇永うちわ・万古

焼・四⽇市市のマスコットキャラクター こにゅう

どうくんです．この 5 点の中からアンケートで 1

点が決定するそうです．また、このご当地ナンバー

は鈴⿅市は随分前から導⼊されており、当クラブ川

岸光男会員が市⻑当時にご当地ナンバーを作られ

て以来、三重では無かったご当地ナンバーがこれで

県内 2 市⽬となるわけです．ちなみに私はいつも⾔

っておりますが、ご当地鈴⿅が好きなので私は、鈴

⿅ナンバーをつけております． 

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︓11 ⽉ 5 ⽇（⽉）⇒ 8 ⽇（⽊）創⽴

27 周年記念例会のためトラットリア「イルテ

ルノ」 

2. 伊勢⻲鈴会様より、第 11 回きれい会チャリテ

ィゴルフ⼤会参加への礼状をいただきました。 

3. 地区ガバナー事務所より地区⼤会参加への礼

状をいただきました。 

4. 本⽇例会終了後、第 6 回理事・役員会を事務局に

おいて開催致します． 

委員会報告 

第 2 回地区ロータリー財団補研修（補助⾦管理）

セミナーの報告 

         藤野恵⼦ 次期幹事 

10 ⽉ 20 ⽇、津で研修が⾏われました。代理で出

席したが、補助⾦のあらまし等を理解することがで

きました。地区補助⾦に関してはクラブの実績が関

係する事、グローバル補助⾦は複数年度の渡る準備

を要するなど知識を得ることができました。 

三重県インターアクト協議会について 

藤野恵⼦ ＩＡ委員⻑ 
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11 ⽉ 4 ⽇（⽇）に鈴⿅⾼校にて⾏われます。なる

べく多くの会員に参加をしていただくようお願い

いいたします。 

        
出席報告          奥村隆司会員 

正会員 41 名中 18 名出席． 出席率︓51.42% 

先週の補正出席率︓78.37％（10/16） 

先々週の補正出席率︓71.05％（10/2） 

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 

※伊勢中央ＲＣ 近藤輝⽮︓本⽇は、菅浩然君

共々にお邪魔しました．宜しくお願いします． 

※加藤 稔︓地区⽶⼭記念奨学部⾨委員会委員 

近藤輝⽮様、2016 学年度ロータリー⽶⼭記念奨

学⽣ 管 浩然様 ようこそいらっしゃいまし

た． 

森 豊︓伊勢中央ＲＣ 近藤様、⽶⼭記念奨学⽣ 

管 浩然様、本⽇は卓話よろしくお願いします． 

若林忠義︓誕⽣祝いを頂きましてありがとうござ

いました． 

⼤泉源之︓近藤様、遠い所から今⽇はお世話にな

りご苦労様です． 

桃井⼒⽣︓奨学⾦に少々． 

※加藤 稔︓先⽇の地区⼤会参加有難うございま

した． 

本⽇のプログラム 

「⽶⼭⽉間に因んで」 

ご紹介︓地区⽶⼭記念奨学部⾨委員会委員 

近藤輝⽮様（伊勢中央ＲＣ） 

皆様、こんにちは。伊勢中央 RC の近藤です。地区

⽶⼭記念奨学部⾨委員として委員会に出席して 4

年⽬となります。奨学⽣はどのように選ばれるのか

をお話しします。各⼤学から東京本部に推薦があり、

本部で⼀次審査が⾏われ、その後各地区に書類が届

きます。現在は地区で 15 名程の奨学⽣がいますが、

約 30 名の中から選ばれています。奨学⽣にとって

は⼈⽣において重要な場⾯であることから、担当者

は真剣に⾯接などを⾏います。 

その中で管浩然さんは 2 年間の申請を⾏ったこと

から、より厳しい審査をクリアし選ばれています。 

皇学館⼤学で⽇本の古典、古事記を学んでいます。 

2 年の奨学期間を終えたが、博⼠論⽂のために志摩

RC からの奨学⾦も受け⼤学院に在籍しています。

また、おかげさまで 2630 地区の順位が 2 つ上位に

上がることができました。今後ともご⽀援をお願い

いたします。 

 
卓話︓ 

2016 学年度ロータリー⽶⼭記念奨学⽣ 

管 浩然様 （世話クラブ︓志摩ＲＣ） 

鈴⿅⻄ロータリークラブのみなさん、こんにちは。

皇學館⼤学⼤学院博⼠後期課程の管浩然と申しま

す。本⽇はどうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは簡単に⾃⼰紹介をさせていただきます。私

は中国出⾝で、江蘇省南京市で⽣まれ育ちました。

今は皇學館⼤学で古事記の研究をしております。趣
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味は書道です。書道についてもう少しお話しをしま

すと、篆書、隷書、楷書、⾏書などさまざまな書体

があります。私は主に隷書という⼆千年前の書体で

作品を作っています。今年は中⽇書道展などで⼊賞

して、表彰式にも出席しました。⼀⽣の思い出にな

りました。 

 次は、私の故郷であります南京についてご紹介し

たいと思います。南京は、中国東部の真ん中あたり

に位置し、上海から新幹線に乗れば約 1 時間で着き

ます。南京は紀元前の春秋時代にはすでに町ができ

ていて、3 世紀の三国時代に⼊ると、当時は魏、蜀、

呉の三つの国がありましたが、南京は呉の国の⾸都

でした。また、6 世紀の南北朝時代では、⽇本⼈で

も親しみのある達磨さんが南京に訪れて、当時の皇

帝（梁の武帝）と対⾯したというエピソードもあり

ます。14 世紀になると、朱元璋という⼈が南京で

明という国を建てました。彼のお墓である明孝陵は

世界遺産に登録されています。明孝陵の近くには、

もう⼀つのお墓があります。清王朝を倒して中華⺠

国を建てた孫⽂のお墓です。南京は今約 800 万⼈

の⼈⼝を抱え、経済発展を遂げています。私は 18

歳までこの地で育ちました。 

18歳になって南京から約200キロ離れた町にあ

る⼤学に⾏って、⽇本語を覚えました。そして、⼤

学 3 年⽣のときに交換留学で⼭梨英和⼤学に編⼊

して、古事記の勉強をしました。その後、古事記の

勉強をさらに深めたいと思い、皇學館⼤学の博⼠前

期課程に進学しました。今は博⼠後期課程の四年⽬

で、来年 3 ⽉に卒業する予定です。 

古事記とはどのような書物なのかについて簡単

にご紹介したいと思います。今からおよそ 1300 年

前の和銅 5 年（712 年）に、第 40 代天皇天武天皇

の命により、太安万侶は稗⽥阿礼とともに古事記の

編纂を完成させました。古事記は上、中、下の 3 つ

の巻きがあります。上巻では世界の始まりから初代

神武天皇誕⽣までの話、中巻では神武天皇から 15

代⽬の応神天皇までの話、下巻では 16 代⽬の仁徳

天皇から 33 代⽬の推古天皇までの話をそれぞれ収

録されています。 

伊勢神宮内宮の案内板を⾒ると、御祭神を天照⼤

御神とし、御鎮座を垂仁天皇 26 年としていますが、

これは古事記ではなく⽇本書紀に拠っています。

720 年に編纂された⽇本書紀を⾒ると、垂仁天皇の

時代に、倭姫命が天照⼤御神の鎮座すべき場所を探

し求めて、近江、美濃を経て、最後に伊勢にたどり

着きました。その時に天照⼤御神は倭姫命に対し、

「伊勢国はたいへん美しい良い国である。この国に

住みたい」と⾔ったので、伊勢の国で祠を建てたと

いう内容が記されています。しかし、古事記の⽅を

⾒ると、天孫降臨の場⾯で天照⼤御神は、「この鏡

をひたすら私の御魂として、私を祭るように祭り仕

えなさい」と⾔った。そこで、いすずの宮で天照⼤

御神を祭るようになったという内容になっていま

す。このように、古事記と⽇本書紀では伊勢神宮成

⽴に関して⼤きな違いを⾒せています。伊勢神宮内

宮の案内板は古事記ではなく⽇本書紀に拠ったの

は、⽇本書紀は古くから正史として位置付けられて

きたからです。古事記は江⼾時代までほとんど読ま

れてきませんでした。18 世紀の松阪のお医者さん

である本居宣⻑は初めて古事記を本格的に研究し

た⼈です。その後、古事記の研究はようやく盛んに

なり、今⽇に⾄っています。 

最後に、⽶⼭奨学⾦のおかげで、私はなんとか⾃

分の研究を進めることができました。研究するのに

どうしてもお⾦と時間が必要です。奨学⾦がなかっ

たときは、バイトばかりしていて研究する時間が⾜
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りませんでした。⽶⼭奨学⾦がなければ私の研究が

成り⽴つことはないだろうと思います。本当に感謝

しています。いつも寄付してくださっている鈴⿅⻄

ロータリークラブのみなさん、本当にありがとうご

ざいます。これからも、⽶⼭奨学⽣へのご応援をよ

ろしくお願いいたします。 

本⽇はどうもありがとうございました。 

      
 
 
ご報告︓伊藤義⼀⽶⼭記念奨学会委員⻑ 

2017 年度⽶⼭記念奨学⽣の張 丹丹様が、今年 6

⽉に中国でご結婚され、また就職をされましたので

ご報告いたします． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 1582 回例会 2018 年 10 ⽉ 30 ⽇(⽕) 

例会場: 深⾕公園 

例会進⾏:岸本 春雄 副 SAA 

開始: 9: 40 終了: 9:55 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

ソング:奉仕の理想 

ソングリーダー:  勇 勇理維⼦ 副ＳＡＡ 

ゲスト︓鈴⿅市⻑ 末松則⼦様、鈴⿅市都市整備部

部⻑ 太⽥芳雄様、鈴⿅市市街地整備課 課⻑ 

村⽥ ⼒様、鈴⿅市市街地整備課公園緑地グルー

プリーダー 中川宏志様 

⼋野就労⽀援センター 職員 伊藤美樹ほか 1

名、⼊所者様 12 名、⼋野⽣活介護センター職員 

中前千絵様、⼊所者様 2 名 

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん、おはようございます．ご来賓の紹介を

させて頂きます．鈴⿅市⻑ 末松則⼦様、鈴⿅市都

市整備部 部⻑ 太⽥芳雄様、鈴⿅市市街地整備課 

課⻑ 村⽥ ⼒様、鈴⿅市市街地整備課公園緑地グ

ループリーダー 中川宏志様．参加者の皆様は、⼋

野就労⽀援センター 伊藤美樹様ほか職員 1 名様

と⼊所者 12 名の皆様、⼋野⽣活介護センター 中

前千絵様と⼊所者 2 名の皆様以上の⽅々です． 

続きまして例会の挨拶でございますが、後程、時

計台贈呈式 式典の中での挨拶に代えさせて頂き

ます． 

そしてこの後、花の植替えにご協⼒を宜しくお願

いします． 

幹事報告  森 豊 幹事  

5. 当クラブ例会変更のお知らせ 

11 ⽉ 6 ⽇（⽕）⇒11 ⽉ 4 ⽇（⽇）、三重県イ

ンターアクト協議会のため、鈴⿅享栄学園情報

メディ教育センター ※6 ⽇（⽕）は振替休会 
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4 ⽇当⽇の集合時間ですが、先の案内で 9︓00

としましたが、前もって準備が必要な場合がご

ざいますので、役割により集合時間を変更しま

した。 

実⾏委員、受付、駐⾞場、記録、バス、駅誘導

の係の⽅は、8︓30 に集合をお願いします。そ

のほかは 9︓00 といたします。 

改めてメール・ＦＡＸで連絡いたしますので、

ご確認いただきますようお願いいたします。 

6. 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︓11 ⽉ 1 ⽇（⽊）→ 11 ⽉ 3

⽇（⼟）第２７回 鈴⿅ベイロータリークラブ

杯少年柔道⼤会のため鈴⿅市武道館  

11 ⽉ 8 ⽇（⽊）特別休会 

11 ⽉ 22 ⽇（⽊）特別休会 

11 ⽉ 29 ⽇（⽊）会場都合のためホテルグリ

ーンパーク鈴⿅  

7. 2018 年 11 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        伊藤広海出席委員⻑ 

正会員 41 名中 28 名出席． 出席率︓75.67% 

先週の補正出席率︓60.00％（10/23） 

先々週の補正出席率︓78.37％（10/16） 

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︓今回の時計台設置、ご協⼒頂いた皆さ

んありがとうございました． 

※⼤泉源之︓深⾕公園への時計台設置おめでとうご

ざいます． 

森 豊︓本⽇、時計の贈呈式に市⻑はじめ、皆様参

加していただきましてありがとうございます． 

藤⽥ 充︓本⽇はおめでとうございます． 

岩崎 透︓祝 時計台 

世古⼝弘⼦︓時計の贈呈おめでとうございます．末

松市⻑、お越し頂きありがとうございます． 

野間芳実︓時計台贈呈式をお祝いして． 

森喜代造︓本⽇は時計台贈呈式、誠におめでとうご

ざいます． 

本⽇のプログラム 

「時計台贈呈式」・「花壇整備と花の植え替え」 

会⻑挨拶  加藤 稔会⻑ 

みなさん おはようございます．早朝より、時計

台の贈呈式並びに花壇枠の修理及び花の植栽にご

参加頂きありがとうございます． 

今⽇は、時計台の贈呈式と⾔うことで、末松則⼦

鈴⿅市⻑にも御出席頂きました．お忙しい中、本当

にありがとうございます． 

私ども鈴⿅⻄ロータリークラブは、2006 年から

深⾕公園内に花⽊の植樹・植栽を通じて⾥⼭づくり

や桜の植樹を⾏い、四季を通じて⾃然の素晴らしさ

を感じ、市⺠が憩い、家族が親しめる環境再⽣を指

向してまいりました．また、2013 年からは⾝障者

や⾼齢者の⾃⽴⽀援をサポートする⽬的で、近隣施

設の⽅々にご参加いただき、花の⼊れ替えや植栽、

除草作業などの環境整備を⾏っております． 

私が 5 年前、社会奉仕委員⻑の時に、公園利⽤者

の⽅々から「時計があるといいなぁ。」とのお話が

あり、今回時計台設置に⾄りました． 

今後共、公園利⽤者の⽅々にこの時計が親しまれ

ますようご祈念致しまして、私の挨拶とさせて頂き

ます．ありがとうございました． 
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謝辞 末松則⼦市⻑ 

 ⽇頃からの活動に加え、今回の時計贈呈について

感謝します。視認性の⾼いデザインで皆様に喜ばれ

ると思います。 
 
⽬録の贈呈 

 
 
 
感謝状

 
 
	

記念撮影	

	

 

 

公園整備の様⼦ 

 
 

作業後の記念撮影 

 
 

 

 

 

会報担当︓奥村隆司 


