The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630

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 1589 回例会 2019 年 1 ⽉ 8 ⽇(⽕)

んで参りましたが、後半も進路を間違わず猪突猛進

例会場: 椿会館

して年度を終えたいと思います．みなさんにご⼼配

例会進⾏: 桃井⼒⽣ 副 SAA

かけないよう突っ⾛って⾏きたいと思いますので、

開始: 9︓ 30 終了: １１︓００

みなさん御指導・ご協⼒、宜しくお願いします．

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

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑
みなさん、新年明けましておめでとうございます．
平成最後の新年も明け、⼗⼆⽀の⼀番最後となる亥
年がスタート致しました．私も新年早々五⽇の⽇に
は、ロータリーの⽅々とゴルフに出掛け、六⽇は、
消防出初式に出席し、七⽇は、ロータリーの賀詞交

幹事報告

歓会に出席して参りました．

森 豊 幹事

1. 当クラブ 1 ⽉ 15 ⽇の例会は特別休会です．次

ところで、今年三⽉には新名神が開通し、ここ椿

回は 1 ⽉ 22 ⽇（⽕）からとなります．

地区にスマートインターチェンジが出来て⼜、遠⽅
の⽅々が訪れ、この地⽅も賑やかになると思います．
⼜、四⽉⼀⽇に新しい元号の発表があり、五⽉⼀⽇

プログラムは、クラブ協議会・前期の報告、後
期の予定についてです．各委員⻑より発表をお
願いする予定でおります．

から新しい元号がスタートします．

2. 2019 年 1 ⽉のロータリーレートは、 １ドル＝

そこで私ごとですが私も、今年は年男でして、⼗

112 円とＲＩ⽇本事務局より連絡がありました

⼆⽀の⼲⽀が六回廻って亥年となりました．今まで

のでお知らせ致します。

歴代の会⻑さんに年男・年⼥の⽅がおられたか、記

憶にありませんが、⼀昨年、当時クラブ会⻑の世古 出席報告
⼝さんは年⼥だったと記憶しております．

伊藤広海出席委員⻑

正会員 40 名中 26 名出席． 出席率︓70.27%

亥年は、猪突猛進と申しますけれども、私は私な 先週の補正出席率︓78.37％（12/18）
りに、上半期は皆さんのご協⼒の元、猪突猛進で進
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先々週の補正出席率︓65.78％（12/11）

ます．今年も宜しくお願いします．

ニコニコボックス報告

岸本春雄︓新年あけましておめでとうございます．
鈴⿅⻄ロータリーの益々の繁栄をお祈りいたしま

奥村隆司 親睦・家族委員⻑

※多額 順不同 敬称略 す．
※加藤 稔︓新年明けましておめでとうございます．岩崎 透︓新年明けましてお⽬出度御座います．今
昨年は⾊々と御協⼒頂き、有難うございました．19 年もよろしくお願いします．
河⽥勝正︓朝⽇に向かってロータリーの魅（たまし

年度もどうぞ宜しくお願い致します．

※桃井⼒⽣︓おめでとう御座います．今年もよろし い）を〜．
勇理維⼦︓おめでとうございます．今年もよろしく

く．

森 豊︓新年あけましておめでとうございます．今 お願い致します．
年もお世話になります．よろしくお願い致します． ⼤泉源之︓新年明けましておめでとうございます．
杉﨑雅代︓おめでとうございます．今年もよろしく 今年もよろしくお願いします．
奥村隆司︓今年もよろしくお願いします．

お願いいたします．
植⽥幸嗣︓あけましておめでとうございます．今年

本⽇のプログラム

もよろしくお願い致します．

【椿⼤神社参拝・御祈祷と新春例会】

杉村吉雄︓本年もよろしく．
久志本敦史︓新年明けましておめでとうございます．
本年もよろしくお願い致します．
世古⼝弘⼦︓明けましておめでとうございます．猪
突猛進︖出来るかな︖頑張りたいです．
野間芳実︓本年も良い年になります様に．
服部⾼宣︓あけましておめでとうございます．本年
もよろしくお願い致します．
⼩林 充︓本年もよろしくお願いします．
沖 俊成︓明けましておめでとうございます．
⾐斐信⾏︓喪中で賀状を失礼しました．本年もよろ
しくお願いします．
川岸光男︓本年もよろしくご指導下さい．
川⼾広樹︓本年もよろしくお願いします．
柴⽥友美︓本年もよろしくお願い申し上げます．
藤野恵⼦︓あけましておめでとうございます．今年
も皆様とすこやかに過ごせますように．
伊藤義⼀︓皆様、新年明けましておめでとうござい
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第 1590 回例会 2019 年 1 ⽉ 22 ⽇(⽕)

⻘年会議所は、⽇頃より交流があり、顔⾒知りの

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

⽅々が多く⾒受けられました．

例会進⾏: 桃井⼒⽣ 副 SAA

ここで、私が調べたところ、私たち RC は、1905

開始: 12︓30 終了: 13︓30

年にアメリカ・シカゴでシカゴ RC が誕⽣し、約

点鐘: 会⻑ 加藤 稔

10 年後、1915 年に⻘年会議所が同じく、アメリ

ソング: 君が代 四つのテスト

カ・セントルイスで始まりました．現在の会員数は、

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

⽇本で RC が 8 万 9000 ⼈余、ＪＣＩは 3 万 3000
⼈余と⾔われています．我々ＲＣも、このような若
い⼈達に後を託せるよう、これからも親睦・会員増
強に努めて参りたいと思いますので、みなさん宜し
くお願い致します．

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑
みなさん、こんにちは．今年度、この例会場での最
初の例会です．正式には、今⽇から後半のスタート
ですが、年度後半もみなさんのご協⼒を頂きながら、
幹事報告 森 豊 幹事
努めてまいりますので、宜しくお願い致します．
3. 2018-19 年度下半期会費納⼊について、昨年
私は、仕事始めの 7 ⽇ 多度⼤社へ社員と共に初
12 ⽉ 27 ⽇付けで、メール・ＦＡＸによりお知
詣参拝をして参りました．そして私は、今年、年回
らせしました．お振込みが未だの⽅はよろしく
りが⼋⽅塞がりということもあり、神頼みで地元の
お願いいたします．
⽒神様⼆社そして、８⽇皆さんと⼀緒に椿⼤神社へ
4. 鈴⿅⻘年会議所様より、新年総会の礼状を頂戴
新春例会で参拝をさせて頂きました．そして、先⽇
しました．
16 ⽇は歴代の会⻑さんも参加されたと思いますが、
5. 次週 1 ⽉ 29 ⽇（⽕）例会終了後、第 9 回理事・
鈴⿅⻘年会議所の新春総会へ⼣⽅より参加して参
役員会を事務局において開催いたします．
りました．
みなさん、ご存知だと思いますが⻘年会議所は、
20 歳から 40 歳ということで皆さん若々しく、新
年早々ピリッとした空気の中で、総会が⾏われてい
ました．
今年度は、私たち鈴⿅⻄ロータリークラブと鈴⿅
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委員会報告

P3 には、職業奉仕委員⻑が寄せられています．職

◇1 ⽉度諸事お祝い

業奉仕に触れえる折⾓の機会ですからぜひ熟読さ
れることをお薦めします．

奥村隆司親睦・家族委員⻑

⽇本は欧⽶に⽐べて職業奉仕に対する関⼼が⼤

【会員誕⽣⽇】森 連会員、仲村義昌会員、⼩林

変⾼いと思います．私も職業奉仕、すなわちロータ

英将会員、寺⽥有⼦会員、藤⽥ 充会員

リーと考えています．直接、⼈を助けることを基本
とする考え⽅と、職業を通じて⼈を助けてゆくとい
う考え⽅の違いのようです．いずれも奉仕の精神の
発露に変わりはなく、ロータリー活動を⾏う上にお
いて何ら障りがあるものではないと思います．

◇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

【結婚記念⽇】伊藤義⼀・美江⼦様、杉村吉雄・幸
⼦様、沖

俊成・澄⼦様、藤⽥

クラブ定款及び細則は、RI 標準の定款及び細則

充・美智⼦様、

を逸脱してはならないと規定されている．基本的⽅

⾐斐信⾏・朋⼦様

向性を間違えば RI はロータリーとして認証しない．
故にクラブ独⾃の運⽤⽅法及び⼿続きは内規に
おいて定めるものとする．
具体的例として、例会時間は理事会に於いて提案
し総会で承認を得る．当クラブは 12︓00〜12︓30
まで⾷事タイムとなっているが、毎年クラブ会⻑が
その⼿続きをとらなければならない．

◇ロータリーの友誌 1 ⽉号紹介
岩崎 透クラブ広報委員⻑
委員会としては、藤井⽒が担当ですが、仕事上の
都合で⽋席されますので、私が代⾏させていただき
ます．
⼀⽉は職業奉仕⽉間です．巻頭に、ＲＩ会⻑のメ
ッセージ、Ｐ7 には、職業奉仕特集写真、Ｐ８は、
Vocational Service とは何か．⼜右めくりでは⽇
本でいちばん⼤切にしたい会社として、⼈を⼤切に

◇鈴⿅⻄ＲＣゴルフコンぺ報告

する経営学会会⻑坂本光司⽒の 2840 地区の講演

森 豊ゴルフ部会 部会⻑

要旨が載っています．⼜⽉信には⽊村ガバナーの新
春所感として、職業奉仕について寄せられています．
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出席報告

きたいと思います．

仲村義昌出席副委員⻑

正会員 40 名中 27 名出席． 出席率︓72.97%

本⽇のプログラム

先週の補正出席率︓72.97％（1/8）

【クラブ協議会】

先々週の補正出席率︓78.37％（12/18）

前期の報告・後期の予定について
（順不同）

◇⼩林 充 プログラム委員⻑
◇仲村義昌 出席副委員⻑
上半期の出席率表を配布いたしましたので、各
⾃、ご確認ください．皆出席者の表彰は 2 ⽉度
内の例会を予定しています．同じく下半期皆出
席者、全期皆出席者の発表、表彰を年度末に予

ニコニコボックス報告
奥村隆司
※多額

定しております．また、例会⽋席者には出席率

親睦・家族委員⻑

向上のため、近隣クラブでのメーキャップにご

順不同 敬称略

協⼒をお願いします．

※加藤 稔︓本⽇のクラブ協議会、各委員⻑さん宜 ◇奥村隆司

親睦・家族委員⻑

しくお願い致します．

上半期

※⼤泉源之︓⼩林会員「桜 友の会」を通して、永

1. 諸事お祝いとして、誕⽣祝と結婚記念⽇のお

く⽇中友好の努⼒に敬意を表します．
森

祝いを実施．

豊︓本⽇クラブ協議会よろしくお願いします．

2. 親睦・家族例会

沖 俊成︓岸本さん、おいしいバナナありがとうご

７/１０ ⽇帰り旅⾏（琵琶湖⽅⾯）参加１９名

ざいます．

９/８

藤⽥ 充︓昭和 12 年 1 ⽉ 8 ⽇の⽣まれです．今年

テル 参加４７名

で 80 歳を超えました．本年もよろしくお願いしま

今回からＲＡＣ（⼤学⽣）４名が参加

す．

１２/１８ 忘年例会（徳兵衛） 参加３０名

若林忠義︓今年もよろしくお願いします．岸本さん

反省点）⽇帰り旅⾏は、暑い時期にもかかわらず、

美味しいバナナありがとう．

現地での移動距離が⻑かった参加者にご負担を

野間芳実︓本⽇は⾐斐委員⻑に代わり報告をさせて

かけた。

頂きます．岸本さん、美味しいバナナ有難う．

鈴⿅元気花⽕⼤会

オーシャンテラスホ

下半期

森喜代造︓本⽇、⻭の検診に⾏ってきました．20 1. 上半期と同様に諸事お祝いを継続．
代と⾔われて⼤変喜んでいます．20 本の間違いで ２．親睦・家族例会
した．

３⽉、６⽉（最終）を予定．他の委員にも意⾒を

⽥中 通︓今⽇、今年初めて家族全員が健康な平⽇

頂き、参加しやすいものとしたい．

を迎えました．年初から疲れました．健康第⼀で⾏
5
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◇勇 理維⼦ ＳＡＡ

◇川岸光男 奉仕プロジェクト委員⻑

◇服部⾼宣 会員維持・増強委員⻑

◇野間芳実 職業奉仕副委員⻑
上半期は、職場訪問例会を

◇桃井⼒⽣ 職業分類・選考委員⻑

10 ⽉ 2 ⽇ 本⽥技研⼯業（株）鈴⿅製作所

桑⼭清和⽒の⼊会（8 ⽉ 7 ⽇）により、事務⽤機

12 ⽉ 4 ⽇ 特別養護⽼⼈ホーム かなしょうず

器販売の分類が充填となり、宮⽥忠男⽒の退会（12
⽉末⽇）により、⼈材育成の分類が未充填となる．

◇河⽥勝正 ロータリー情報・スター委員⻑

園・サービス付き⾼齢者向け住宅 メディカルホー
ムあおぞらにおいて開催．
11 ⽉ 16 ⽇ 平成 30 年度商⼯優良従業員表彰協賛

当委員会は、ロータリーについてすべてのこと （協賛⾦ 10,000 円）
．
を取り上げるものである．ロータリーとは、⾃⼰ 下半期の予定は、1 ⽉ 29 ⽇ 職業奉仕⽉間にちな
の職業を通じて、地域社会へ奉仕することを⽬的 んで、⼩林充地区職業奉仕部⾨委員会委員に卓話を

とした団体である．しかしＲＩの律法機関である お願いする．
規定審議会は、２０１６年４⽉において⼊会基準
◇⼩林英将 社会奉仕委員⻑
のハードルを下げ、新⼊会員を募集し、資⾦集め
10/13 ふれあい広場鈴⿅への参加
と親睦を中⼼に⽬的を変換した．後期においては、
（協賛⾦￥20,000 拠出）
前述のことを主体にして説明したい．
10/30 深⾕公園 時計台設置および花壇整
◇岩崎 透 クラブ広報委員⻑
備を⾏う．
植⽥、⽥中、川⼾各⽒の⼤ベテランに対し、藤井、
下半期は、5/21 深⾕公園の清掃例会を予定して
奥村、寺⽥という⽐較的新しい⽅々に今後の活躍を

います．

求めたいと思って運営に当たっています．

◇森 連 ⻘少年奉仕副委員⻑

週ごとに発⾏させていただいていた会報を、今期

おじさん先⽣講師派遣の実施

は、⽉ごとに纏めて⾏っています．もう少し様⼦を

① 7/2 ⽩⼦中学校 3 年⽣

⾒て、適宜な⼈選で会議を開き、⽅針を確定したい
と思っています．

勇理維⼦会員

介護について

世古⼝弘⼦会員

85 歳のロータリアン

奥村隆司会員

障害者の⾃⽴

川⼾広樹会員

建築と設計

② 9/14 ⽩⿃中学校 3 年⽣
桃井⼒⽣会員
⽥中通会員
③ 10/29 創徳中学校 2 年⽣
藤⽥ 充会員
⽩⼦ひかり幼稚園 倉⽥明美様
（服部⾼宣会員）
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課程４年⽣です．

◇藤野恵⼦ インターアクト委員⻑

２）寄付⾦を募る

5/13 教師部会参加

・普通寄付⾦でクラブ分担⾦として、2,600 円

7/26-30 第 3600 地区 韓国交換交流派遣

/半期・１⼈＝5,200 円/年．

8/4-5 インターアクト年次⼤会へ出席

・特別寄付⾦として後期会費納⼊時に、3,000

11/4 三重県インターアクト協議会開催（スポ

円/⼈の振込みをお願いした．

ンサー）

その他︓後期会費納⼊時の⽶⼭梅吉記念館事

◇奥村隆司 ローターアクト副委員⻑
8/7 ローターアクター例会への参加

業・特別寄付⾦徴収\3,000 については、当⽶⼭

7/29 ローターアクト⼩委員会への出席

奨学会委員会活動ではありません．
◇⽥中 通 児童詩コンクール委員⻑

2019 年 2/17 ローターアクト⼩委員会へ

今年度は⻑年審査委員を務めていただきまし

出席予定
◇沖 俊成 国際奉仕委員⻑

た津坂治男先⽣が退任され，源⽒物語研究で有名

◇⼤泉源之 ロータリー財団副委員⻑

な河原徳⼦先⽣に審査委員に加わっていただき

年次寄附⾦︓

ました．

＄100×40 名＝＄4,000（￥440,000）＠110

⾐斐弘⾏先⽣，そして鈴⿅市児童詩コンクール実

￥500×40 名＝￥20,000 （＄181.82）＠110

⾏委員会 ⼤井正美会⻑の 3 名で審査をお願いし

ロータリー財団地区研修セミナーに出席

ております．
2018/11/20 鈴⿅市児童詩コンクール実⾏委員

① 第 1 回（7/21） 加藤会⻑、森幹事 出席

会 (参加: 岩崎会員，河⽥会員，⽥中)

於 岐⾩グランドホテル

2018/11/29 校⻑会での説明．前⽥先⽣ (参加:

② 第 2 回（10/20）藤野恵⼦次期幹事 出席

⽥中)

於 ホテルグリーンパーク津

いよいよ今⽇ 1 ⽉ 22 ⽇が鈴⿅市児童詩コンク

11 ⽉ 27 ⽇夜間例会にて⽉間に因んでの卓話
下半期寄附⾦ ￥500×40 名＝￥20,000 送⾦予

ールの募集締切です．今週中に作品を回収し，来

定（＄178.57）＠112 円

週 1/28(⽉)にナンバリング作業が始まります．
⼤変な作業ですが，児童の⽣の作品に触れられる

◇伊藤義⼀ ⽶⼭記念奨学会委員⻑

貴重な機会です．委員ならびに会員の中でご都合

◎⽶⼭記念奨学会委員会
委員⻑

伊藤

義⼀

副委員⻑

桃井

がつきます⽅は是⾮ご参加よろしくお願いしま

⼒⽣

す．

委員 杉崎 雅代、追⼿⾵ 直樹
前期・後期の活動報告

⽇時: 1/28(⽉) 19:00

１）⽶⼭奨学⽣による卓話

場所: 鈴⿅オフィスワーク医療福祉専⾨学校
先⽣⽅の 1 次審査を経て，2/18 には最終審査

10 ⽉ 23 ⽇に⽶⼭奨学⽣・管 浩然（かん
こうぜん）さんによる卓話を実施した．

となります公開審査会があります．その後，例会

彼は中国・南京市出⾝で現在皇學館⼤学博⼠

変更で 3/10(⽇)には鈴⿅市児童詩コンクール表
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彰式をここで⾏います．

サブチャンネルでテニスの中継が放送されていて、

今年度も⼦ども達の素晴らしい作品が集まって 私は、⼤相撲と、テニスを交互に⾒ていました。
いることと思います．⼦ども達の良き思い出にな 皆さんもテレビで、全豪オープンテニス決勝を、観
るよう，そして彼らの能⼒が⽻ばたくような良い 戦されたかなと思いますが、凄い緊迫したゲームで、
表彰式になるように，皆さんのご協⼒よろしくお ⼤坂なおみ選⼿がペトラ・クビトバ選⼿をセットカ
願いします．

ウント２対１破り優勝しました．凄い快挙だと思い
ます．優勝の瞬間、私も凄い感動をうけました．

第 1591 回例会 2019 年 1 ⽉ 29 ⽇(⽕)

ここで、27 ⽇付中⽇新聞の中⽇春秋から、⽂章

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

を引⽤させて頂きます．昭和４８年に、週刊マーガ

例会進⾏: 桃井⼒⽣ 副 SAA

レットの連載で、“エースをねらえ”という漫画が始

開始: 12︓30 終了: 13︓30

まった当時、テニスの知識、情報は今ほど⼀般的で

点鐘: 会⻑ 加藤 稔

はなく、15・30・40 という得点の進み⽅や、0 点

ソング:⼿に⼿つないで

を「ラブ」という、⾔い⽅もあの作品で初めて知っ

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

たと⾔う世代もあるみたいでした．私の場合は、⼤

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

坂なおみ選⼿の試合を⾒て初めて知りました．

みなさん、こんにちは．先⽇は、今シーズン、この

この漫画は、世界に通⽤する、⽇本勢プレーヤー

地域では２回⽬となる積雪でした。私の家の⽅でも を育成するという願いが描かれていたらしいです
約 10 ㎝の積雪がありました．また、26 ⽇夜から が、漫画は、主⼈公が世界に向けて旅⽴つ場⾯で終
27 ⽇朝にかけて、鈴⿅・⻲⼭両市に、⼤雪警報が わっており、その後の活躍は描かれていない．漫画
発令され、交通の⽅も乱れ⾼速道路も、26 ⽇夜か とはいえ、さすがに⼤坂なおみ選⼿のように、世界
ら各インターチェンジで通⾏⽌めになり、また、あ の名選⼿を相⼿に勝利を重ねる場⾯は描きにくか
ちらこちらで、⾞によるスリップ事故が、84 件も ったのかもしれない．それが、当時の⽇本勢の実⼒
発⽣したと新聞に載っておりました．

だったのかもしれません．

ここで、スポーツの話題をふたつお話したと思い

全⽶オープンに続く四⼤⼤会での優勝、技術・強

ます．まず、⼤相撲初場所ですが、優勝した⽟鷲関 さ・精神⼒、⼤坂選⼿は、勝って当然の選⼿に成⻑
と我らが応援しております追⼿⾵部屋の遠藤関が したということでしょう．次の四⼤⼤会は 5 ⽉の全
対戦し、負けましたが、健闘を致しまして、10 勝 仏オープンです．グランドスラム３連覇を⽬指して
を上げました．⼆桁は良かったと思います．来場所 頑張って欲しいと思います．
は、前頭筆頭に昇進では・・と、新聞で予想されて

以上、今年度、⼆つのスポーツの明るい話題を披

おりました．また、もっと上を⽬指して頑張って欲 露し、私の挨拶とさせて頂きます．
しいと思います．

幹事報告

森 豊 幹事

もう⼀つ⼤きな話題が、なんと⾔ってもテニスで 1. 当クラブ例会変更のお知らせ
す．

2 ⽉ 12 ⽇（⽕）特別休会

⼟曜⽇の５時半より、ＮＨＫの本放送で⼤相撲と、
8

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
2 ⽉ 26 ⽇（⽕）夜間例会のため 18︓30〜オー

まで開催されます．割引券が事務局にございま

シャンテラスホテル＆ウェディング

す．

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ 各ロータリークラブ例会 9. 本⽇例会終了後、第 9 回理事・役員会を事務局
変更のお知らせ

において開催いたします．

⻲⼭ＲＣ︓平成 31 年 2 ⽉ 11 ⽇（⽉）法定
休⽇のため休会
3. 2019 年 2 ⽉のロータリーレートは、 １ドル
＝110 円と本部より連絡がありましたのでお知
らせ致します。
4. 2019 年会⻑エレクト研修セミナー
（ＰＥＴＳ）
のご案内
⽇時︓2019 年 3 ⽉ 9 ⽇（⼟）
登録受付

10︓00

点鐘

10︓30

懇親会

17︓00 終了 18︓30

委員会報告

場所︓ホテルグリーンパーク津

＊国際奉仕委員会からのアンケートについて

登録料︓18,000／1 名

沖 俊成 国際奉仕委員⻑

出席要請︓服部⾼宣会⻑エレクト
公益財団法⼈

5.

ロータリー⽇本財団から確定

申告⽤寄附⾦領収証（再発⾏不可）が送られて
きましたので配布いたしました．
鈴⿅ライオンズクラブ結成 55 周年記念事業

6.

「春を呼ぶ 11 のしらべ」
（記念演奏会）のご案
内
⽇時︓2019 年 2 ⽉ 11 ⽇（⽉・祝）
13︓00 開場 13︓30 開演
場所︓鈴⿅市⺠会館 （⼊場無料）
※当⽇は整理券が必要となりますので、ご希望の
⽅は、鈴⿅ライオンズクラブ事務局（当会館 3Ｆ）
までお申し込みください。
7.

上半期ニコニコボックス費⽤の領収書を配布
しましたのでご確認ください．

8. 第 5 回⽇展東海展が愛知県美術館ギャラリー
で、2019 年 1 ⽉ 30 ⽇（⽔）〜2 ⽉ 17 ⽇（⽇）
9
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＊2018 年度鈴⿅市児童詩コンクール表彰式 ⼩林 充︓職業奉仕⽉間です．よろしく．
について

・ロータリー ⼀⼝情報

⽥中 通児童詩コンクール委員⻑

河⽥勝正 情報委員⻑
※規定審議会は、国際ロータリーの⽴法機関
ロータリーの基本的な⽂書である国際ロータリ
ー定款・細則、そして標準クラブ定款を改定する権
限を持つ．
※規定審議会は、３年に１度開催される国際ロータ
リーの⽴法機関となっている．
「制定案」
︓RI 定款・細則、標準クラブ定款の改

出席報告

仲村義昌 出席副委員⻑

正を⽬的とする．

正会員 40 名中 26 名出席． 出席率︓70.27%

※⽴法案の種類

先週の補正出席率︓72.97％（1/22）

規定審議会で審議される⽴法案は、制定案と⾒解

先々週の補正出席率︓72.97％（1/8）

表明案に限るものとする。組織規定を改正しようと

ニコニコボックス報告

する提案は制定案と称する．

奥村隆司
※多額

親睦・家族委員⻑ ※⽴法案提出者
順不同 敬称略

制定案は、クラブ、地区⼤会、RIBI 審議会また

※加藤 稔︓服部さん、⼩林充さん、卓話の⽅よろ は⼤会、規定審議会、および理事会が提案できる．
しくお願いします．
森

※制定案と⾒解表明案の締切⽇

豊︓最近インフルエンザが⼤流⾏しています．

制定案は、すべての規定審議会の開かれるロータ

皆様どうぞご⾃愛ください．本⽇卓話 服 リー年度の前年度の１２⽉３１⽇までに RI 事務総
部さん、⼩林充さんよろしくお願い致しま ⻑に提出されなければならない．
す．
柴⽥友美︓⼩林さんと服部さんの卓話楽しみです︕
世古⼝弘⼦︓⼩林さん、卓話楽しみに聴かせて頂き
ます．
沖 俊成︓本⽇早退させて頂きま〜す．
野間芳実︓⼩林充会員の卓話楽しみにしております．
森喜代造︓今⽇で丸 1 年となりました．1 年間⼤変
御世話になりました．
奥村隆司︓卓話を楽しみにしています．写真もしっ
かり撮るようにします．
桃井⼒⽣︓奨学⾦に少々．
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本⽇のプログラム
・会員増強研修セミナー（三重県）の報告
服部⾼宣 会員維持・増強委員⻑

・職業奉仕⽉間に因んで
⼩林 充 地区職業奉仕部⾨委員会委員

クラブ広報委員会
会報担当︓奥村
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