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秦 純⼆様

第 1583 回例会 2018 年 11 ⽉ 4 ⽇(⽇)

国際ロータリー第 2630 地区

ローターアクト地区代表

2018-2019 年度

次期ホスト校

辻井⼤勢様

四⽇市メリノール学院⾼等学校
校⻑ ⾼⽊義成様

三重県インターアクト協議会

ホスト校

鈴⿅享栄学園

例会場: 鈴⿅享栄学園 情報メディア教育センター

鈴⿅⾼等学校校⻑
的場敏尚様

例会進⾏: 鈴⿅⾼校インターアクトクラブ

【提唱ロータリークラブ】

日間賀 梨湖・黒田 梓莉

順不同

桑名北ＲＣ 寺本豊様 四⽇市ＲＣ 芝⽥憲

開始: 10︓00 終了: 14︓55

治様・⽮野哲也様 四⽇市北ＲＣ 松井法⼦様

点鐘: 鈴⿅⾼校インターアクトクラブ

四⽇市南ＲＣ 佐久間 紀様 四⽇市⻄ＲＣ

部⻑ 川⼾慎也

多⽥望様 ⻲⼭ＲＣ 川瀬 宏様 久居ＲＣ

ソング:君が代・インターアクトクラブの歌

辻原宣和様・⼋尾義幸様 津北ＲＣ 楠井嘉⾏

【来賓】

様・⼭本有⼈様 松阪⼭桜ＲＣ 越⼭ 明様・

鈴⿅市副市⻑ ⻲井秀樹様

宮園隆貴様 伊勢ＲＣ 酒徳直也様・松⽥丈輔

【特別出席者】

様・藤原清史様

国際ロータリー第 2630 地区
パストガバナー・カウンセラー ⽯垣智康様
ローターアクト⼩委員会委員⻑ 伊藤正純様
⻘少年校交換部⾨委員会副委員⻑ 永⼾ 潤様
インターアクト部⾨委員会委員 寺本 豊様
同

井尾達之様

同

⽯井盟晄様

同

伊藤義⼀様

⻘少年育成⼩委員会委員

沖 俊成様

職業奉仕部⾨委員会委員

⼩林 充様

四⽇市ロータリークラブ会⻑エレクト
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【インターアクトクラブ】

また、今⽇参加の 13 のインターアクトクラブの先

順不同

宇治⼭⽥⾼等学校

⽣⽅、⽣徒の皆さん、交換学⽣の皆さん⽅、本⽇の

皇學館⾼等学校

ご参加、誠に御苦労さまでございます．皆様のご協

四⽇市⼯業⾼等学校

⼒で当地の鈴⿅⾼校インターアクトクラブがホス

四⽇市メリノール学院⾼等学校

トを務めまして、本⽇ここに、三重県インターアク

⾼⽥⾼等学校

ト協議会を開催することが出来ました．スポンサー

四⽇市商業⾼等学校

クラブと致しまして、⼼より皆様に御礼を申し上げ

川越⾼等学校

ます．

昴学園⾼等学校

さて、⽇本では元号の改元を来年に控え、新たな

海星⾼等学校

歴史の扉を開こうかという現在でありますが、今⽇

津⽥学園⾼等学校

ここにお集まりのインターアクターの皆さんには、

⻲⼭⾼等学校

地域社会に奉仕するプロジェクトまた、国際理解を

セントヨゼフ⼥⼦学園⾼等学校

推進するプロジェクトなどを通じて、指導⼒や積極

鈴⿅⾼等学校

性を培い、⽇本はもとより、異なる⽂化や習慣を持
つ友⼈と出会い新しい歴史の扉をいくつもいくつ
もノックし、そしてどんどん扉を開けて欲しいとい
うのが、私たちロータリアンの新しい世代を担う⻘
少年への願いであります．
ここで、協議会の内容に触れますと、鈴⿅⾼校Ｉ
ＡＣ「くおーれ」活動報告、ハンドベル演奏また、
鈴⿅⾼校⾃然科学部が国の天然記念物「ネコギギ」
保護の活動報告をします．その後、鈴⿅⽩⼦地区に
伝わる伝統⼯芸で重要無形⽂化財にも指定されて

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

おります伊勢型紙の体験彫り等また、韓国派遣学⽣

みなさん こんにちは．鈴⿅の⼭々が紅葉で少しず

の報告、交換留学⽣の報告等が予定されております。

つ⾊づき始めている鈴⿅へようこそいらっしゃい

本⽇、素晴らしいインターアクト協議会で体験さ

ました．本⽇は、皆様ご出席頂きまして誠にありが

れたことを糧に、これからの学⽣⽣活また、⼈⽣へ

とうございます．

の⾃⾝の⼈格形成に役⽴てて下さい．

私は、2018-2019 度鈴⿅⻄ロータリークラブの
会⻑を務めさせて頂いております加藤

インターアクト提唱クラブは、皆さんへの指導・助

稔と申し

⾔・監督の責任をおしみません．今⽇の協議会が成

ます．ここで、ご来賓・ロータリー関係の特別出席

功裡に終わりますことを祈念して私の挨拶とさせ

者・参加校・参加ロータリークラブの紹介をさせて

て頂きます．本⽇は、誠にありがとうございました．

頂くところですが、この後、御紹介がありますので
私からは省かせて頂きます．
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出席報告
正会員 41 名中 37 名出席． 出席率︓94.87%
先週の補正出席率︓75.67％（10/30）
先々週の補正出席率︓60.00％（10/23）
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第 1584 回例会 2018 年 11 ⽉ 13 ⽇(⽕)

の収穫をしていました．昔には無かったような収穫

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

作業が⾒られます．なんだか、時代の変化を感じま

例会進⾏: 藤野恵⼦ 副 SAA

した．
また、秋と⾔えば本⽇ 11 ⽉ 13 ⽇は、
「うるしの

開始: 12: 30 終了: 13︓30
点鐘: 会⻑ 加藤 稔

⽇」だそうです．うるしの⽇は、⽂徳（もんとく）

ソング: 我らの⽣業

天皇の第⼀皇⼦惟喬（これたか）親王が、京都・嵐

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

⼭の法輪寺に 参 篭 し、虚空蔵菩薩からうるしの製

ゲスト︓鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐

法、漆器の製造法を伝授されたのがこの⽇であると

村⼭⽵則様（⻲⼭ＲＣ）

されていることから、昭和 60 年に制定されたそう

さんろう

です．

こくうぞう ぼさつ

⽇本の伝統⽂化であるうるしの美しさを

今⼀度⾒直して、⽇本の⼼を呼び戻すことも⼤切か
なと思います．みなさんもいかがですか︖これで、
私の挨拶と致します．

幹事報告

森 豊 幹事

1. 当クラブ例会変更のお知らせ
11 ⽉ 20 ⽇（⽕）特別休会
11 ⽉ 27 ⽇（⽕）18︓30〜オーシャンテラス
ホテル＆ウェディングにて夜間例会

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

※本⽇、案内を配布いたしましたのでご確認く

みなさん こんにちは．今⽇は、鈴⿅・⻲⼭グルー

ださい．
プ村⼭ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました．
2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変
後程、卓話を宜しくお願いいたします．
更のお知らせ
鈴⿅⻄ローターアクトクラブのみなさん、先⽇は、
鈴⿅ＲＣ︓12 ⽉ 19 ⽇（⽔）忘年家族例会のた
⼤学祭のポリオ撲滅募⾦ありがとうございました．
め 18 時〜コンフェット 鈴⿅平安閣
⽇頃からロータリークラブへのご協⼒ありがとう．
12 ⽉ 26 ⽇（⽔） 特別休会
そして皆様、先⽇はインターアクト協議会への御参
鈴⿅シティＲＣ︓12 ⽉ 12 ⽇（⽔）会場都合
加お疲れ様でした．おかげさまで⼤盛況のなか、無
の為⽩⼦ストーリアホテル
事終了することができましたこと、インターアクト
12 ⽉ 19 ⽇（⽔）18︓30〜20︓30 クリスマス例
委員⻑、会員の皆様ありがとうございました．
会の為クラブ蝶々
さて、⼀層鈴⿅の⼭々の紅葉が進み、あちらこち
12 ⽉ 26 ⽇（⽔）特別休会
らで秋の取⼊れなど⾊々な⾵景が⾒られますが、私
3. 地区ガバナー事務所より、2021-22 年度ガバナ
の家の近くでは少し変わった収穫作業が⾒られま
ー候補者の推薦についてのお知らせを頂戴し
したのでここで紹介をしたいと思います．と、⾔う
ております．推薦期⽇は、2019 年 1 ⽉ 20 ⽇
のはパワーショベル（ユンボ）で⾥芋やさつまいも
4
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4. 津ロータリークラブより、⽇⾚点訳奉仕団への ※鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐
⽬録贈呈式の報告を頂戴しました．

村⼭⽵則︓本⽇はよろしくお願いします．

5. ⻲⼭ロータリークラブより、創⽴ 27 周年記念 ※加藤 稔︓鈴⿅・⻲⼭グループ
例会の礼状を頂戴しました．

村⼭⽵則ガバナ

ー補佐、ようこそお越し下さいました．卓話よろし

6. 本⽇例会終了後、第７回理事・役員会を事務局 く御願いします．鈴⿅⻄ローターアクトクラブ⽥中
において開催いたします．

会⻑、留学⽣のグエンさんようこそ．
森

豊︓村⼭ＡＧ、本⽇は宜しくお願い致します．

インターアクト協議会には会員の皆様に⼤変御世
話になりました．
河⽥勝正︓村⼭ガバナー補佐をお迎えして．有意義
な卓話を・・・．
柴⽥友美︓村⼭ＡＧ、本⽇はよろしくお願いしま
す︕
藤野恵⼦︓11/4 インターアクト協議会、皆様には
お世話になり有難うございました．
⼩林 充︓村⼭ガバナー補佐を歓迎して．

委員会報告

沖 俊成︓村⼭ＡＧ、いつもありがとうございます．

＊11 ⽉度諸事お祝い

ＲＡＣ⽥中様、留学⽣

奥村隆司親睦・家族委員⻑

グｴン・フー・イエン様よ

うこそ．

【会員誕⽣⽇】岩崎透会員 ⽥中 通会員

⼤泉源之︓村⼭ＡＧ殿、いつもご苦労様です．

【結婚記念⽇】世古⼝弘⼦会員 ⼩林 充・克⼦ 世古⼝弘⼦︓ガバナー補佐 村⼭様ようこそ．
様 森 豊・久美⼦様 桃井⼒⽣・澄⼦様

岩崎

＊創徳中学校おじさん先⽣講師派遣報告

本⽇のプログラム

藤⽥ 充会員

ガバナー補佐訪問 「ガバナー補佐の卓話」

＊三重県インターアクト協議会報告

鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐

藤野恵⼦インターアクト委員⻑
出席報告

透︓村⼭ガバナー補佐、御世話になります．

村⼭ ⽵則様

伊藤広海出席委員⻑

正会員 41 名中 26 名出席． 出席率︓70.27%
先週の補正出席率︓92.30％（11/4）
先々週の補正出席率︓75.67％（10/30）

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
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第 1585 回例会 2018 年 11 ⽉ 27 ⽇(⽕)

くなっておりびっくりしました．毎年、この時期に

例会場: オーシャンテラスホテル＆ウェディング

なると想像はしているものの、今年は少し早いよう

例会進⾏: 森喜代造 副 SAA

な気がしますが、みなさんの記憶はどうですか︖
益々、冬本番になって⾏きますが、今年は⼀段と

開始: 18: 30 終了: 20︓30
点鐘: 会⻑ 加藤 稔

寒暖の差が激しいと予報に出ております．みなさん、

ソング: 四つのテスト

くれぐれも体調にお気をつけ下さい．

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

以上、私の挨拶とさせて頂きます．

ゲスト︓川岸圭⼦様、川岸⻯司様、桃井澄⼦様、

幹事報告

森登代⼦様 （順不同）

森 豊 幹事

7. 当クラブ例会変更のお知らせ
・12 ⽉ 4 ⽇（⽕）職場訪問例会のため、特別
養護⽼⼈ホームかなしょうず園，メディカルホ
ームあおぞら
・12 ⽉ 18 ⽇（⽕）忘年親睦家族例会のため徳
兵衛
・12 ⽉ 25 ⽇（⽕）特別休会
8. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑
みなさん、今晩は．今⽇は夜間例会ということで、
オーシャンテラスホテル＆ウェディングで開催さ

更のお知らせ
⻲⼭ＲＣ︓12 ⽉ 17 ⽇（⽉）⇒ 16 ⽇（⽇）
クリスマス例会

せて頂きました．藤井会員お世話になります．

12 ⽉ 24 ⽇（⽉法定休⽇のため休会）

本⽇のゲストを紹介させて頂きます．川岸会員の

12 ⽉ 31 ⽇（⽉）特別休会

お孫さん⻯司くん・お⺟さんの圭⼦さん、桃井会員

鈴⿅ベイＲＣ︓12 ⽉ 6 ⽇（⽊）会場都合のた

の奥様 澄⼦さん、森 連会員の奥様 登代⼦さん

めホテルグリーンパーク鈴⿅

以上四名の⽅をお迎えしております．ようこそお越

12 ⽉ 13 ⽇（⽊）特別休会

しくださいました．このあと、ごゆっくりお⾷事を

12 ⽉ 20 ⽇（⽊）年末忘年例会のためレスト

お楽しみ下さい．

ラン ミヤコ

また、例会の卓話は、杉村吉雄ロータリー財団委員

12 ⽉ 27 ⽇（⽊）特別休会

⻑にお願いしてあります．後程、卓話の⽅を宜しく

3. 第７回理事・役員会決議報告

お願いします．

1）12 ⽉度プログラムの確認ならびに 1 ⽉〜

さて、今年も 11 ⽉下旬になりまして、鈴⿅市⻄
部にお住まいの⽅はびっくりされたと思いますが、
今年も、11 ⽉ 23 ⽇・24 ⽇に鈴⿅の⼭々に初冠雪

2 ⽉度プログラムについて 承認
12/4 ⽟⽥会員の施設において職場例会に
変更

がありました．私は、朝いつも⽝の散歩に出かける

2）宮⽥忠男会員退会について

のですが、家を出て⼭を⾒上げたら鈴⿅の⼭々が⽩
6
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3）その他

服部⾼宣︓夜間例会、藤井さん御世話になります．

＊鈴⿅ＬＣ結成 55 周年記念式典について

川岸光男︓本⽇の夜間例会よろしくお願いします．

お祝⾦については他ＲＣと相談する．

野間芳実︓夜間例会を楽しみにしておりました．

＊世界社会奉仕（ＷＣＳ）後期補助⾦につい

河⽥勝正︓ロータリーの意義と限界を．

て、申請は⾒送ることとする．

桃井⼒⽣︓御世話になります．来年からゴルフをや

＊忘年会について︓12 ⽉ 18 ⽇（⽕）徳兵衛

ります．よろしく︕

において開催

勇理維⼦︓藤井さん今⽇は宜しくお願い致します．

＊1 ⽉ 8 ⽇（⽕）新春例会︓椿⼤神社

参拝・ ⼩林 充︓今年も今⽇を迎えて 70 代のスピード⼈

御祈祷／ 椿会館にて例会

⽣かな︖皆さんよろしく︕

＊インターアクト協議会の収⽀について

世古⼝弘⼦︓今年もあと１か⽉．早いですネ．よろ

確定後、お⽰しします

しく．

4. 2018 年 12 ⽉の RI レートは、 1 ドル＝112 杉村吉雄︓コンバンワ．宜しくお願いします．
円とＲＩ⽇本事務局より連絡がありましたの 杉﨑雅代︓ニコボックス沢⼭の⽅に頂きました．あ
でお知らせ致します。

りがとうございました．

5.鈴⿅商⼯会議所より優良従業員表彰式協賛への 川⼾広樹︓杉村財団委員⻑、卓話よろしくお願いし
お礼状を頂戴しております．

ます．
柴⽥友美︓次男 隆之介のクラブマンレース最終戦

委員会報告

は 2 位で終わり、シリーズチャンピオンに 3 ポイ

・忘年家族例会について

ント届かず、シリーズ２位でした．河⽥不動産様あ

奥村隆司親睦・家族委員⻑
出席報告

りがとうございます．

伊藤広海出席委員⻑

正会員 41 名中 27 名出席． 出席率︓75.00%

岩崎 透︓お世話になります．

先週の補正出席率 70.27％（11/13）

沖 俊成︓楽しい夜間の例会です．藤井さんお世話

先々週の補正出席率︓92.30％（11/4）

になります．

ニコニコボックス報告

本⽇のプログラム
ロータリー財団⽉間に因んで

奥村隆司 親睦・家族委員⻑
※多額 順不同 敬称略

杉村吉雄ロータリー財団委員⻑

※加藤 稔︓藤井会員御世話になります．
森 豊︓夜間例会、オーシャンテラス藤井さん御世
話になります．
岸本春雄︓藤井さん有難う〜．
若林忠義︓藤井さん今夜は御世話になります．
藤⽥ 充︓1 年間ありがとう．
森喜代造︓本⽇はありがとうございます．
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