
The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

1 
 

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 1592 回例会 2019 年 2 ⽉ 5 ⽇(⽕) 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 

例会進⾏: 勇理維⼦ SAA 

開始: 12︓30 終了: 13︓30 

点鐘: 直前会⻑ 川岸光男 

ソング: 君が代 奉仕の理想  

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ  

 
 
会⻑挨拶 川岸光男 直前会⻑ 
 

 

 
本⽇は、加藤会⻑が仕事の関係でどうしても出席

できないと、会⻑として初めて⽋席されました． 

前会⻑の私が本⽇の例会で会⻑代理として務めさ

せて頂きます．宜しくお願いいたします． 

 今年は今までと違い少し寒さが厳しい様に感じ

ます．皆様はいかがでしょうか．お体⼤切に過ごし

て下さるようお願い致します． 

 今年は年号が変わります．どんな年号になるのか． 

私は昭和と現在の平成を経験しています．もう⼀つ

新しい年号を経験致します．どんな時代になるのか

わかりませんが、平和で元気に過ごせる事を願って

います． 

本⽇は、沖国際奉仕委員⻑の卓話があります．本

⽇の例会宜しくお願い致します． 
 

幹事報告  森 豊 幹事  
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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︓2 ⽉ 7 ⽇（⽊）特別休会 

2 ⽉ 21 ⽇（⽊）→2 ⽉ 26 ⽇(⽕) はごろも並

⽊復活⼤作戦のため⿎ヶ浦海岸 

2 ⽉ 28 ⽇（⽊）特別休会 

2. 第 9 回理事・役員会決議報告 

1）2 ⽉度プログラムの確認ならびに 3 ⽉〜4

⽉度プログラムについて 

・2 ⽉ 19 ⽇の会員卓話をプロバスクラブ  

杉野泰彦会員による卓話に変更する．承認 

・4 ⽉ 2 ⽇の「⺟⼦の健康⽉間に因んで」の鈴

⽊会員の卓話．森幹事が依頼に伺う．急遽来

られないときに備えて代替を⻘少年奉仕委

員会で検討する 

 2）その他 

  ＊会員の病気による⻑期⽋席の承認     

3. 地区ガバナー事務所より、ガバナーノミニー決

定宣⾔が参りました． 

(ア) 剱⽥廣喜⽒（⾼⼭中央ロータリークラブ所

属）が 2020－21 年度国際ロータリー第

2630 地区ガバナーノミニーに決定されま

した． 

(イ) 浦⽥幸⼀⽒（伊勢中央ロータリークラブ所

属）が 2021－22 年度国際ロータリー第

2630 地区ガバナーノミニーに決定されま

した．今期中の肩書はガバナーノミニー・

デジグネートです． 

4. 地区社会奉仕委員会より、環境保全アンケート

調査の依頼がまいりました． 

5. 2019-2020 年度版 ロータリー⼿帳の注⽂に

ついて 1 部 648 円 

注⽂受付は 2 ⽉ 19 ⽇（⽕）まで． 

6. 2 ⽉ 26 ⽇（⽕）当クラブ夜間例会の案内を配

布しましたので事務局まで出・⽋をお知らせく

ださい． 

7. 2 ⽉〜4 ⽉度のプログラム予定表を配布しまし

たのでご確認ください． 

8. （株）熊平製作所様より「抜萃のつゞり その

78」をお送りいただきましたので配布いたしま

す． 

9. 受贈誌︓2017-2018 年次報告書（津南ＲＣ） 

委員会報告 

＊2 ⽉度諸事お祝い 

        奥村隆司 親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】川⼾広樹会員 杉村吉雄会員 

【結婚記念⽇】追⼿⾵直樹・裕美様、川岸光男・

和⼦様  

 
 

＊ロータリーの友 2 ⽉号紹介 

      岩崎 透 クラブ広報委員⻑ 
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今⽉はロータリーの友誌に紛争解決⽉間として、

特集がくまれています．指定記事の RI 会⻑メッセ

ージの中では、変化をもたらすためのプロジェクト

の在り⽅を、具体的にご指導頂いています．Ｐ5 で

は、この 2 ⽉ 23 ⽇がロータリー創⽴記念なので、

ポールハリスについて紹介されています．他に創⽴

功労者としては、チェスレー・ペリー︓組織の建設

者、A.F.シェルドン︓奉仕理想の提唱者がよく知ら

れています．特集は紛争解決⽉間・難⺠を知るとい

うタイトルで、ロヒンギャ難⺠の芸術的な写真の挿

⼊とともに紹介されています．詩情溢れる素晴らし

い写真は、現実の認識とのギャップから、ゆっくり

流れる⼈類悠久の歴史に想いが遷ります．Ｐ16 で

は、⽇本独特の⽶⼭梅吉記念館の創⽴ 50 周年を迎

えるにあたり、⽒について詳しく紹介すると同時に、

記念ピンバッジデザインを募集しています．⽉信に

ついては、⽊村ガバナーは「平和と紛争予防⽉間で

す。」と述べられ、地区重点⽬標は会員増強である

と強調されておられます．読みだすと⽌まらない雑

誌です．ご⼀読をお薦めいたします．以上 
 

 
＊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 

 
会員数の変遷(ロータリーの友より) 

※世界の会員数 

 １９９６年︓１,２０６,１１２⼈   

２０１６年︓１,２０７,９１３⼈ 

※⽇本の会員数 

 １９９６年︓１２９,５６８⼈    

 ２０１６年︓８７,３７７⼈ 

※世界の会員数に占める⽇本の会員の割合 

 １９９６年︓１０．７％ ２０１６年︓７．１％ 

※１クラブの平均会員数 

 １９９６年︓４３  ２０１６年︓３９ 

※世界の⼥性会員数 

 ２００１年︓１０１,７２６⼈ 

 ２０１６年︓２４１,１３８⼈ 

※⽇本の⼥性会員数 

 １９９６年︓１,３１５⼈ 

  ２０１６年︓５,２９６⼈ 

※地域別会員数 

 BRICS 

※⼥性会員割合ベスト１０ 

 A︓⼥性会員の割合が多い国/地 

 (会員数︓１,０００⼈以上から９,９９９⼈以下) 

①インドネシア②エジプト③ケニア④ベネ

ズエラ⑤コロンビア⑥ロシア⑦プエルトリ

コ⑧タイ⑨ウガンダ⑩ペルー 

 B︓⼥性会員の割合が多い国/地域 

 (会員数︓１０,０００⼈以上) 

①フィリピン②カナダ③台湾④アルゼンチ 

ン⑤アメリカ⑥オーストラリア⑦スウェーデ

ン⑧メキシコ⑨ブラジル⑩韓国 
 
 

出席報告     仲村義昌 出席副委員⻑ 

正会員 40 名中 24 名出席． 出席率︓64.86% 

先週の補正出席率︓70.27％（1/29） 

先々週の補正出席率︓72.977％（1/22） 
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ニコニコボックス報告 

         寺⽥ 有⼦ 親睦・家族委員 
 

 
 
            順不同 敬称略 

川岸光男︓本⽇は加藤会⻑代理を務めますのでよろ 

しく． 

森 豊︓今⽇は、国際奉仕⽉間で沖委員⻑宜しくお

願い致します． 

沖 俊成︓国際奉仕アンケートありがとうございま

した．今⽇はよろしくお願い申し上げます． 

若林忠義︓平和な毎⽇に感謝してます． 

桃井⼒⽣・久志本敦史︓奨学⾦に少々． 
 
 
 

本⽇のプログラム 

 「国際奉仕のあり⽅について︓意⾒交換会」 

沖 俊成 国際奉仕委員⻑ 
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⼤⽼年の、岸本、岩崎は、70〜80 歳の⼿習いでマ

ンドリンを始め、3 年間経ちました。2 ⽉に発表会

をしました。会員部外活動として報告します． 
 

クラブ広報委員会 

会報担当︓寺⽥ 有⼦ 


