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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 1596 回例会 2019 年 3 ⽉ 12 ⽇(⽕) 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 

例会進⾏: 服部⾼宣 副 SAA 

開始: 12︓30 終了: 13︓30 

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: 服部⾼宣 副ＳＡＡ  

 
 
会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん、こんにちは．先⽇は、児童詩コンクー

ルにたくさんの御参加ありがとうございました．私

も感動し、⼦供達からたくさんの元気を頂きました． 

さて、最近の温かさで梅の花が各所により満開に

なり、また、河津桜かと思いますが、早咲きの桜が

咲いておりました．今年は、花の開花も早そうです． 

ところで、私の住む四⽇市市⽔沢町で、この 7 ⽇

にハウス栽培された、かぶせ茶の摘み取りがありま

した．茶の⽊は、直径 30 ㎝のポットで 400 株が育

てられたそうです． 

この⽇は、⽣葉 20 ㎏の摘み取りがあり、約 4 ㎏

のお茶になり、この後、伊勢神宮や地元の神社へ奉

納されるそうです．また、露地栽培のお茶は、４⽉

下旬から 5 ⽉上旬になります．今年は、植物の⽬覚

めも早いようです． 

以上、簡単ではございますが、会⻑挨拶とさせて

頂きます．本⽇は、ありがとうございました 

 
 
幹事報告  森 豊 幹事  
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1. 当クラブ 3 ⽉ 19 ⽇（⽕）の例会は休会です． 

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︓4 ⽉ 3 ⽇（⽔）春の親睦旅⾏のため

京都南座 

鈴⿅シティＲＣ︓4 ⽉ 3 ⽇（⽔）→4 ⽉ 6 ⽇（⼟）

11︓00〜観桜例会のため旭化成（株）鈴⿅製造

所 陸上グラウンド 

4 ⽉ 10 ⽇（⽔）職場訪問例会のため朝⽇⼯業（株） 

4 ⽉ 17 ⽇（⽔）会場都合のため⽩⼦ストーリア

ホテル  

4 ⽉ 24 ⽇（⽔）会場都合のため⽩⼦ストーリア

ホテル  

3. 2019 年地区・研修協議会のご案内 

⽇時︓2019 年 4 ⽉ 14 ⽇（⽇）登録・受付・

昼⾷ 11︓30〜13︓00 

点鐘 13︓00 終了 16︓50 

会場︓三重県総合⽂化センター 

登録料︓￥10,000  

登録締切︓2019 年 3 ⽉ 18 ⽇（⽉） 

振込期限︓2019 年 3 ⽉ 29 ⽇（⾦） 

※出席要請者には資料を配布してございます．

なお、次期委員⻑でご都合が悪い⽅は代理の出

席をお願いいたします． 

4. 鈴⿅・⻲⼭グループ ロータリーデー開催のご

案内 

⽇時︓2019 年 4 ⽉ 6 ⽇（⼟） 10︓00〜16︓

00 の内、当クラブ担当時間 14︓00〜15︓00 

場所︓旭化成（株）鈴⿅製造所 鈴⿅さくら祭

り会場内 

5. 地区ガバナー事務所より、2018-19 年度地区⼤

会記録誌が届きましたので、出席された⽅に配

布いたします． 

6. 本⽇例会終了後、第 11 回理事・役員会を事務

局において開催いたします． 
 
委員会報告 

＊3 ⽉度諸事お祝い 

        寺⽥有⼦ 親睦・家族委員 

【会員誕⽣⽇】杉﨑雅代 会員、⼩林 充 会員、

⾐斐信⾏ 会員、野間芳実 会員、沖 俊成 会

員 
 

 
 
【結婚記念⽇】 

服部⾼宣・けい⼦様、森喜代造頼⼦様、藤野恵⼦・ 

輝久様、眞⼸純⼀・由⾹⾥様、森 連・登代⼦様、 

江藤隆仁・早苗様 
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＊創⽴ 34 周年記念例会について 

 森 豊 幹事 

 
 
＊ロータリーの友 3 ⽉号紹介 

藤井光彦 クラブ広報副委員⻑ 

 
 
＊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 
 

 

 

1.内規について 当クラブ独⾃性を出す．然し規

約集の作製が途中である．理由は規約集が多岐

に渡り多い為である． 

2.内規→良い例を上げるとスマイル Box(ニコニ

コ Box)の拍⼿については多額あるいは慶事を

誉め讃えたり、労をねぎらう場合は拍⼿をする． 

悪い例は福井パストガバナーが喰い逃げと称

するものに早退の拍⼿は如何なものか 

3.例会時間は１２時３０分〜１３時３０分  

⾷事タイムは１２時〜１２時３０分 

「各年度」の理事会で決定(⼿続要覧参照) 

4.２００３年４年世界⼤会(⼤阪世界⼤会)は当

クラブも⼀泊⼆泊にて出席した．覆⾯レスラー

のザ・デストロイヤー⽒が出席． 

⽒が２〜３⽇前に死去したニュースを TV で放

映していた． 

5.ガバナーノミネート剱⽥パストガバナーが２

回選出され、ロータリー始まって以来と⾔われ

ているが、ポールハリスが NO.１．２会⻑職に

就任していた． 
 

出席報告     仲村義昌 出席副委員⻑ 

正会員 40 名中 23 名出席． 出席率︓65.71% 

先週の補正出席率︓61.76％（3/10） 

先々週の補正出席率︓75.75％（2/26） 

ニコニコボックス報告 

         寺⽥有⼦ 親睦・家族委員 
※印︓多額           順不同 敬称略 

※藤⽥ 充︓3 ⽉末をもって鈴⿅市の団⻑を退団す

ることになりました．昭和 34 年 1 ⽉

より約 60 年間鈴⿅の消防にかかわり

ました． 

※加藤 稔︓昨⽇、ゴルフコンペで優勝しました． 
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※⼤泉源之︓①岸本さんバナナ栽培の記事、拝⾒し

ました．引き続き頑張って育てて下さい． 

②名誉会員の末松市⻑の三回⽬の後援会

⻑を引き続き受けます．よろしくお願いし

ます． 

※野間芳実︓①誕⽣⽇のお祝い有難うございます． 

     ②服部次年度会⻑、ＰＥＴＳご苦労様で

した． 

岸本春雄︓服部さん、ＰＥＴＳご苦労さん．寺⽥さ

ん出席おめでとう． 

柴⽥友美︓今年ももう 3 ⽉ですネ．少し春を感じま

す．34 周年例会は海外出張の為、⽋席で

す．申し訳ありません． 

世古⼝弘⼦︓⽉曜⽇、服部エレクトと名張ロータリ

ークラブに⾏かせて頂きました．⽼⼈ホー

ムもあり、久しぶりに⼤勢の⽅とお会い出

来、エレクトのお陰で助かりました． 

森 豊︓本⽇、服部会⻑エレクトのペッツの報告楽

しみにしています． 

本⽇のプログラム 

 「クラブ協議会」 

会⻑エレクト研修セミナーの報告 

服部⾼宣 会⻑エレクト 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
クラブ広報委員会 

会報担当︓寺⽥ 有⼦ 
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