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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 1586 回例会 2018 年 12 ⽉ 4 ⽇(⽕) 

例会場: 特別養護⽼⼈ホーム かなしょうず園 

例会進⾏: 桑⼭清和 副 SAA 

開始: 11︓ 30 終了: 13︓45 

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︓ 特別養護⽼⼈ホームかなしょうず園 

本部業務マネージャー 中⾕政義様 

 
会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん こんにちは．今⽇は、職場訪問例会開

催ということで、特別養護⽼⼈ホーム かなしょう

ず園さん、サービス付き⾼齢者向け住宅 メディカ

ルホームあおぞらさんにお邪魔しております．⽟⽥

会員お世話になりますが、どうぞ宜しくお願いしま

す． 

私も、いずれお世話になろうかと思います、⽼⼈

ホームを⾒学させて頂き、勉強をして帰りたいと思

います． 

 私は先⽇、全⽇本プロバス協議会総会・三重⼤会

に参加させて頂きました．北は、北海道旭川プロバ

スさんクラブ、南は、⿅児島県⿅児島南プロバスク

ラブ全32クラブ210名余りが参加されておりまし

た．みなさん、お元気な⽅ばかりで全国のプロバス

クラブのプロビアン活動に、私も元気をもらい、私

も、頑張らなくてはいけないと思い、帰りは少し⾜

取りが軽く感じました．今⽇、ここでお会いする先

輩⽅を⾒て、また、同じようなことを感じて帰りた

いと思います． 

幹事報告  森 豊 幹事  

1.次週 12 ⽉ 11 ⽇（⽕）例会終了後、事務局にお

いて第 8 回理事・役員会を開催いたします。 

 
出席報告        伊藤広海出席委員⻑ 

正会員 41 名中 26 名出席． 出席率︓66.66% 

先週の補正出席率︓77.77％（11/27） 

先々週の補正出席率︓70.27％（11/13） 

ニコニコボックス報告 

         奥村隆司 親睦・家族委員⻑ 
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※多額 順不同 敬称略 

※加藤 稔︓⽟⽥会員御世話になります． 

森 豊︓本⽇、あおぞら，かなしょうず園の⽟⽥さ

ん、お世話になります．お菓⼦ありがとう． 

野間芳実︓⽟⽥会員には⼤変御世話になります．有

難うございます． 

杉﨑雅代︓⽟⽥さん、今⽇はありがとうございまし

た．この頃、ひざが曲がらなくなってきましたので 

リバビリに⾏かせて頂きたいと思いました． 

川岸光男︓本⽇の例会、⽟⽥様⼤変お世話になりま

す． 

柴⽥友美︓⽟⽥さん、今⽇は有難うございます．寒

暖の差があります．皆様ご⾃愛下さい︕ 

世古⼝弘⼦︓素晴らしい⽼⼈ホーム良かったです．

私どもの施設と違い、良い勉強をさせて頂きました． 

若林忠義︓⽟⽥さん、⽴派な施設に感動しました．

いつかお世話になると思いますが、その節はよろし

く︕ 

藤⽥ 充︓本⽇はありがとう． 

⼩林 充︓職業奉仕委員⻑ ⾐斐様、法⼈の⽟⽥さ

ん、本⽇はありがとうございました．プログラムよ

り御礼申し上げます． 

⾐斐信⾏︓⽟⽥園⻑、中⾕様に今⽇はお世話になり

ます． 

⼤泉源之︓プログラムの企画に敬意を表します． 

沖 俊成︓⽟⽥さん、ありがとうございます． 

藤野恵⼦︓⽟⽥さん、お世話おかけします．将来︖

のため、しっかり⾒せていただきます． 

勇理維⼦︓⽟⽥さん、今⽇は⼀⽇宜しくお願いしま

す． 

河⽥勝正︓⾐斐委員⻑、⽟⽥会員に敬意を表して． 

岸本春雄︓⽟⽥さん、今⽇はありがとう．約束した

通り、その節にはＶＩＰ待遇でよろしくお願いしま

す． 

本⽇のプログラム 

職場訪問例会 

 ◇サービス付き⾼齢者向け住宅メディカル

ホームあおぞら 

 ◇特別養護⽼⼈ホーム かなしょうず園 
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第 1587 回例会 2018 年 12 ⽉ 11 ⽇(⽕) 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 

例会進⾏: 桑⼭清和 副 SAA 

開始: 12︓ 30 終了: 13︓30 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

ソング: 我らの⽣業 

ソングリーダー: 奥村隆司会員 

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

皆さん、こんにちは．先週は、職場訪問例会とい

うことで、特別養護⽼⼈ホーム かなしょうず園さ

ん・メディカルホームあおぞらさんにお邪魔させて

頂きました．⽟⽥会員ありがとうございました．前

回の挨拶内容にも⼊れましたが、近い将来、私もお

世話になろうかとの思いで帰りました． 

ところで、先⽇の⽇曜⽇、私ごとですが、私の所

属するゴルフコースのクラブ競技会に参加しまし

た．なんと、今年最初の寒波と⾔うことで、先⽇、

⼭には冠雪がありましたが、その⽇は、⾥には初雪

ということで雪が舞い、午後からは、みぞれという

最悪の⼀⽇でした．クラブ競技という⽉例会の優勝

者ばかりでハンディも低く、私が⼀番⾼いハンディ

14 ということで参加し、緊張しながら天気もさる

ことながらスタートしました．まぁ、結果はご想像

におまかせします． 

ちまたでは、カルロス・ゴーンさんの話題とか、

⾊々ある年末ですが、あと３週間の残りとなりまし

た．みなさん、元気で年を乗り越えましよう． 

幹事報告  森 豊 幹事  

1. 当クラブ例会変更の知らせ 

2019 年 1 ⽉ 1 ⽇（⽕）法定休⽇ 

1 ⽉ 8 ⽇（⽕）椿⼤神社参拝・御祈祷および椿

会館において新春例会 

1 ⽉ 15 ⽇（⽕）特別休会 

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ＲＣ︓2019 年 1 ⽉ 2 ⽇（⽔）法定休⽇ 

1 ⽉ 9 ⽇（⽔）17 時〜深⽥神社参拝・新年例

会のため深⽥神社・海の幸 ⿂⻑ 

1 ⽉ 23 ⽇（⽔）12 時〜職場例会のため⼦安観

⾳ 

 鈴⿅シティＲＣ︓2019 年 1 ⽉ 2 ⽇（⽔）特別

休会   

1 ⽉ 9 ⽇（⽔）新春例会のため椿⼤神社及び椿

会館 

1 ⽉ 23 ⽇（⽔）職場訪問例会のため(株)三鈴  

1 ⽉ 30 ⽇（⽔）会場都合のため⽩⼦ストーリ

アホテル  

3. 第 8 回理事・役員会決議報告 

1）三重県インターアクト協議会収⽀決算につ

いて   

l 剰余⾦については、⼀般会計へ繰り⼊れる 

2）（⼀財）⽐国育英会バギオ基⾦からの基⾦へ

の寄附について 

l ⾒送ることとする 

4. （⼀財）⽐国育英会バギオ基⾦より、2017 年

度事業報告が届いております． 

5. 地区直前ガバナー事務所より、「2017-2018 年

度地区記録誌」を拝受しました． 

6. クラブ事務局の年末・年始休暇は、12 ⽉ 28 ⽇

〜１⽉ 5 ⽇迄とさせて頂きます． 

休暇中の緊急⽤件につては、幹事 森豊（携帯

090-3257-8436）までお願いします． 
委員会報告 

◇12 ⽉度諸事お祝い 

奥村隆司親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】河⽥勝正会員【結婚記念⽇】⼤泉
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源之・信⼦様、⽥中通・玲莉様 

◇ロータリーの友誌 12 ⽉号紹介 

岩崎 透クラブ広報委員⻑ 

◇ロータリー・⼀⼝情報 

河⽥勝正ロータリー情報・スター委員⻑ 

 当クラブ設⽴１９８４年．１９８５年当時に於い

てロータリーとは何か「⾃⼰の職業を通じて地域社

会に奉仕することを⽬的」とする団体であると規定

されていた． 

 しかし２０１６年４⽉ＲＩの⽴法機関である規

定審議会によりロータリアンは社会的に評判の良

い⼈であり⾦銭的奉仕をする⼈で、職業は問わずロ

ータリーとしての資格を有すると変更された．この

点については⾊々物議をロータリアンの中で醸し

出している． 

また、１９８５年当時は⼀業種⼀⼈であり、その後

１クラブ同業種５名もしくは１０％ 

ルールが適⽤されるようになった．更に⼥性会員は

⼊会資格が無かったが、８７年⽶国で裁判を起こさ

れ⼥性会員の⼊会が可能となった．０７-３２９制

定案はフランスからの提案であり、詳細については

前回述べた通りである． 

◇⽩⿃中学校おじさん先⽣講師派遣報告 

桃井⼒⽣会員・⽥中通会員 

◇2018〜2019 年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2630 地区 

岐⾩・⼤垣インターアクト協議会報告 

伊藤義⼀地区インターアクト⼩委員会委員 

開催⽇時︓平成３０年１２⽉９⽇（⽇） 

 １３︓００〜１５︓４０ （2 時間 40 分）   

場所︓⼤垣市スイトピアセンター・スイトピア 

ホール 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ︓⼤垣商業⾼等学校インターアクト部 

ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ︓⼤垣⻄ロータリークラブ  

登録数︓⾼校⽣ 73 名、先⽣ 14 名、R Ｃ10 名 

⼤垣⻄ RC8 名（⼤垣⻄ＲＣ会員数 76 名）、 

来賓 ⽯垣 PG 他 6 名 計 105 名 

プログラム     

1. アトラクション︓⼤垣商業⾼校 なぎなた部員 

（7 名）による演武 

2.点鐘   

3.挨拶      

4.参加者紹介     

5.インターアクト韓国派遣者 2 名の報告 

6.各校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ活動状況発表 

7.講演︓「減災について」 ⼤垣⻄ RC 会員（40 分） 

8.講評︓⽯垣 PG    

9.点鐘      

発表内容 ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ報告 １０校 

・⽂化祭にて チャリティーﾊﾞｻﾞｰ、募⾦、ﾌｪｱﾄﾚｰ

ﾄﾞ商品販売   

・清掃活動     

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟ回収    

・献⾎活動の実施（20 名） 

・ぎふ清流マラソン⼤会応援ボランティア  

・ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙへ卒業⽣の体育館ｼｭｰｽﾞを贈る  

・各種施設への訪問演奏 （ｺｰﾗｽ部主体の IAC) 

・ESS 部主体 1 校    

講演︓今は、停電時でも断⽔し、成⼈の平均排尿回

数は、６〜8 回/⽇．携帯トイレの必要性を現物を

⽤いて説明された．    

講評︓⽯垣 PG     

・各校の取り組みを評価    

・ﾛｰﾀﾘｰの友 11 ⽉号に、11 ⽉は、世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄ週

間があり、記事が掲載されているので是⾮ともｽﾎﾟ

ﾝｻｰｸﾗﾌﾞはそれを紹介するように．   
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出席報告        藤⽥ 充出席委員 

正会員 41 名中 22 名出席． 出席率︓57.89% 

先週の補正出席率︓69.23％（12/4） 

先々週の補正出席率︓77.77％（11/27） 

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︓久志本会員、⼩林英将会員、卓話宜し

くお願いします． 

※⼤泉源之︓結婚祝い頂戴します．元気の仲間で有

難いです． 

※河⽥勝正︓“最愛の妻”の誕⽣⽇、忘却の彼⽅へ－．

これって最愛と⾔えるか︖ 

森 豊︓久志本敦史さん、⼩林英将さん、卓話よろ

しくお願いします． 

岩崎 透︓今⽇はロータリーの友の紹介をさせて頂

きます．よろしく． 

沖 俊成︓3 ⽉開通の新名神⾼速ですが、椿の⾵景

が⼤きく変わりつつあります． 

久志本敦史︓本⽇卓話です．よろしくお願いします． 

本⽇のプログラム 

【会員卓話】    久志本敦史会員 
皆さん、こんにちは．本⽇は初めての会員卓話とい

うことで、本来であればロータリークラブやロータ

リアン或いは職業⼈としての社会奉仕についてお

話すべきと思いましたが、本年 6 ⽉⼊会の新⼈であ

り、現在勉強中の⾝であることからご容赦戴き、企

業の社会貢献についてお話させていただきます． 

企業にとって社会貢献は地域社会と共に持続的

な成⻑を遂げる為に⼤変重要な活動であります． 

昨年、当社は会社設⽴ 100 周年、鈴⿅製作所も

50 周年を迎えることが出来ました． 

これまでの当社は、地域社会との関わりについて必

ずしも積極的とは⾔えないと理解していましたが、

100 周年を機会に事業規模相応の役割を積極的に

担っていくべきと考えました． 

その⼀つが、スポーツを通じての地域社会への貢献

であり、2016 年に発⾜した三重県初の⼥⼦ラグビ

ーチーム「三重パールズ」の⽀援活動であります． 

地域スポーツの⽀援は、地域社会のシンボルづく

りでもあり、その貢献が分かりやすいことや企業に

とっても従業員の⼀体感の醸成や⼠気⾼揚など多

くの利点があると思います． 

⼥⼦ラグビーは現時点ではマイナー競技であり

ますが、彼⼥たちの直向きな姿は男⼦のプロ化した

スポーツとは違う感動を与えてくれます． 

発⾜初年度は、⾼校⽣チームに敗れてトップリー

グ⼊りを逃しましたが、2 年⽬の 2017 年には招待

チームで参加したトップリーグで初出場初優勝の

快挙を果たし、アイルランドで開催されたＷ杯には

⽇本代表主将を輩出するなど、⼤きな感動を与えて

くれました． 

そうした努⼒の甲斐あって、2018 年のトップリー

グの最終戦を鈴⿅のスポーツガーデンに招致する

ことも実現でき、成績は 3 位ながら⼥⼦ラグビー⼤

会史上最多の３５００⼈の観客の皆さんに試合を

⾒ていただくことが出来ました． 

当社従業員も多数応援に駆けつけてくれ、「凄か

った、来年も観たい︕」など⾃分事のように喜んで

くれました．私⾒ではありますが、⼥⼦スポーツは

⼀部競技のスター選⼿を除いてマスコミの取り上

げが⼩さいことから、⼤⼿企業にとって男⼦スポー

ツのような宣伝効果が期待できず、地域や地元企業

の⽀援が不可⽋であると思います．当社では「⼥性

活躍社会の象徴」として⼥⼦ラグビーチーム「三重

パールズ」を応援していきます． 
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「三重パールズ」は 2018 年度、4 ⼤会中 2 ⼤会で

優勝し、年間総合順位も 2 位と驚くべきスピードで

⽇本を代表するチームになりました．その甲斐あっ

て、2019 年 6 ⽉ 8 ⽇・9 ⽇にもトップリーグ鈴⿅

⼤会が開催されることになりました．皆さんも是⾮

スポーツガーデンにお越し頂き「三重パールズ」の

応援と「鈴⿅⼤会」の盛り上げにご協⼒いただけれ

ばと思います． 

以上 

【会員卓話】      ⼩林英将会員 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1588 回例会 2018 年 12 ⽉ 18 ⽇(⽕) 

例会場: 徳兵衛 

例会進⾏: 桑⼭清和 副 SAA 

開始: 18︓ 30 終了: 20︓30  

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: 服部⾼宣 副 SAA 

 
会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん、こんばんは．今⽇は、忘年親睦家族例

会ということで、奥村親睦家族委員⻑、⾊々と準備

の⽅ありがとうございました． 

ところで、上半期の例会が今⽇で終了するわけな

んですが、年度始めには、鈴⿅地区表敬訪問を始め

として、インターシティーミーティング、10 ⽉地

区⼤会、社会奉仕活動の⼀環で、深⾕公園での時計

台設置、贈呈式、11 ⽉鈴⿅⾼校においてインター

アクト協議会、また、職業奉仕委員会さんによる職

場例会、親睦家族委員会さんによる楽しい例会等、

みなさんのご協⼒のおかげで無事上半期を終える

ことが出来ました．本当に、ご⽀援ご協⼒ありがと

うございました． 

かえりみれば今年７⽉、⼤変な役⽬をお受けした

ということで、緊張のスタートでしたが、半年が過

ぎ、今⽇の夜間例会で今年の例会を無事に終えます．

また後半も、上半期と変わらぬみなさんのご協⼒を

頂きながら頑張って⾏きたいと思います．後半も宜

しくお願い致します．今⽇はどうもありがとうござ
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いました． 

幹事報告  森 豊 幹事  

1. 当クラブの例会変更 

12 ⽉ 25 ⽇（⽕）は特別休会 

次回は 2019 年 1 ⽉ 8 ⽇（⽕）の椿⼤神社参拝・

椿会館の新春例会です。 

椿⼤神社本殿に 8 時にご集合ください． 

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 

鈴⿅ベイＲＣ︓2019 年 1 ⽉ 3 ⽇（⽊）特別休

会  

1 ⽉ 10 ⽇（⽊）新年例会のため彌都加伎神社 

1 ⽉ 24 ⽇（⽊）特別休会 

1 ⽉ 31 ⽇（⽊）会場都合のためグリーンパ   

ーク鈴⿅ 

⻲⼭ＲＣ︓2019 年 1 ⽉ 7 ⽇（⽉）⇒ 

11 ⽇（⾦）新年例会のため、さと⻲⼭店 

1 ⽉ 14 ⽇（⽉） 法定休⽇のため休会 

1 ⽉ 21 ⽇（⽉）増強についての話合いのため 

サガミ ⻲⼭店 

1 ⽉ 28 ⽇（⽉）⇒26 ⽇（⼟）⻲⼭⼤市参加の 

ため江⼾⼝⾨東側道路上 

3. 2018-19 年度下半期の会費納⼊について 

□通常会費（2019 年 1 ⽉－6 ⽉）￥120,000 

⽶⼭記念奨学会特別寄付⾦ ￥3,000     

⽶⼭梅吉記念館創⽴ 50 周年記念事業特別

寄附⾦  ￥3,000 合計 ￥126,000 

※⽶⼭梅吉記念館創⽴ 50 周年記念事業特別寄

附⾦については、第 3 回理事会で決議され今

回のみの請求になります．ご理解のほどお願

いいたします． 

□振込先 百五銀⾏ 平⽥町駅前⽀店（普通）

206775 

鈴⿅⻄ロータリークラブ 

□振込期間 2019 年 1 ⽉ 1 ⽇〜1 ⽉ 15 ⽇迄  

※改めて納⼊通知書をお送りさせていただき 

ます．  
   
出席報告        伊藤広海出席委員⻑ 

正会員 41 名中 27 名出席． 出席率︓72.97% 

先週の補正出席率︓65.78％（12/11） 

先々週の補正出席率︓74.35％（12/4） 

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︓皆さん上半期最後の例会、楽しみまし

ょう． 

※⼤泉源之︓忘年例会、幹事さんご苦労様です． 

森 豊︓皆様 2018-19 年度も半年になりました．

⾊々と御世話になりましたが、来年、半年間よろし

くお願いします．今⽇は、徳兵衛でありがとうござ

います． 

服部⾼宣︓今年もお世話になりました．宜しくお願 

いします． 

藤野恵⼦︓森豊さんお世話になります．今年もあと

わずかですが、来年もよろしくお願いします． 

寺⽥有⼦︓皆様、今年もありがとうございました．

⼤変御世話になりました．来年もよろしくお願いい

たします． 

野間芳実︓来年が皆様にとって更に良い年になりま

す様、良いお年を︕︕ 

森 喜代造︓１年間お世話になりありがとうござい

ました．⼜、来年もよろしくお願いします． 

沖 俊成︓皆様、良いお年を． 

勇 理維⼦︓平成最後の忘年例会ですね．今年も

⾊々お世話になりました．森モリさん、今⽇宜しく

お願い致します． 
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奥村隆司︓お鍋であたたまりたいと思います．今⽇

はよろしくお願いします． 

本⽇のプログラム 

【忘年家族例会】 

奥村隆司親睦・家族委員⻑ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラブ広報委員会 

会報担当︓川⼾広樹 

 
 


