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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 1599 回例会 2019 年 4 ⽉ 9 ⽇(⽕)

の寄付もたくさん頂きました．その後、私ら有志で

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

⼣⽅遅くまで花⾒を楽しみました．
今年は花の期間が⻑く、⽇曜・⽉曜⽇とゴルフを

例会進⾏: 勇 理維⼦ SAA
開始: 12︓30 終了: 13︓30

楽しみましたが、そのゴルフ場は桜がとてもきれい

点鐘: 会⻑ 加藤 稔

で、満開の桜の下でのプレーは最⾼でした．成績の

ソング: 我らの⽣業

⽅はイマイチでしたが…．それでもまた、近々には、

ソングリーダー: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

⾏こうと思っております．
体の動きやすい良い季節になって来ました．皆さ

会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑

んも、野外でのレジャーやスポーツと、楽しまれた
らいかがでしょうか︖
以上、私の挨拶とさせて頂きます．

幹事報告

森 豊 幹事

みなさん こんにちは．みなさんのご協⼒のおか
げで、我々の年度も、後２か⽉ちょっと、となりま
した．今⽇は、次年度に向けた、引き継ぎを兼ねた
例会となっております．どうぞ、宜しくお願いしま

1. 当クラブ例会変更のお知らせ

す．

4 ⽉ 23 ⽇（⽕）18︓30〜徳兵衛において夜間

ところで先週は、旭化成に於いてロータリーデー

例会

の参加ありがとうございました．丁度その⽇、桜も

4 ⽉ 30 ⽇（⽕）法定休会

満開を迎えており、たくさんの⼈出で、ポリオ募⾦

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変
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更のお知らせ

出席報告 仲村義昌 出席副委員⻑

鈴⿅ＲＣ︓5 ⽉ 1 ⽇（⽔）特別休会

正会員 40 名中 27 名出席． 出席率︓72.97%

3. 第 42 回インターアクト年次⼤会開催について

先週の補正出席率︓70.27％（4/2）

⽇時︓2019 年 8 ⽉ 4 ⽇（⽇）
・5 ⽇（⽉）

先々週の補正出席率︓63.88％（3/26）

会場︓国⽴乗鞍⻘少年交流の家
岐⾩県⾼⼭市岩井町 913-13
宿泊場所︓会場と同じ
登録料︓インタアクター ／顧問教師／ 交換
留学⽣

￥8000 1 名につき
ロータリーアン ￥12000

登録締切 5 ⽉ 10 ⽇（⾦）必着
4. 次週 4 ⽉ 16 ⽇（⽕）例会終了後、第 12 回理
事・役員会を事務局において開催いたします。

ニコニコボックス報告
沖 俊成 親睦・家族委員

次期幹事報告 藤野恵⼦次期幹事
※印︓多額

※加藤

順不同 敬称略

稔︓クラブ協議会よろしくお願いします．

※世古⼝弘⼦︓今回、⼩林正⼈⽒当選させて頂き、
ありがとうございました．感謝︕
森 豊︓6 ⽇（⼟）さくら祭りにてポリオ撲滅募⾦
に参加された⽅、お疲れ様でした．本
⽇、クラブ協議会、引継をお願い致し
ます．
1. 次年度各委員⻑様に活動計画書の⽤紙を配布
していますので、4 ⽉ 30 ⽇までに（期⽇厳守）
ご提出をお願いいたします。メールアドレスを
お持ちの⽅には、後刻、⽤紙をメール添付でお
送りしますのでデータにてご返信ください。
2. 4 ⽉ 14 ⽇（⽇）地区研修・協議会にご出席の
⽅に、関係資料を配布してございますのでご確
認ください。
当⽇、バスは鈴⿅市⽂化会館前を 10 時 45 分に
出発します。10 分前にご集合ください。
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本⽇のプログラム

l

藤井光彦 次期クラブ広報委員⻑

クラブ協議会
「次期事業計画について」 （順不同）
l

l

l

l

l

l

l

児童詩コンクール委員会
杉﨑雅代 次期児童詩コンクール委員

会員維持・増強委員会

※⽶⼭記念奨学会委員会、⻘少年奉仕委員会は担当

加藤 稔 次期会員維持・増強副委員⻑
l

インターアクト委員会
沖 俊成 次期インタアーアクト副委員⻑

35 周年実⾏委員会
岸本春雄 35 周年実⾏委員⻑

l

社会奉仕委員会
奥村隆司 次期社会奉仕委員⻑

ＳＡＡ
柴⽥友美 次期ＳＡＡ

l

職業奉仕委員会
藤⽥ 充 次期職業奉仕委員⻑

親睦・家族委員会
勇理維⼦ 次期親睦・家族委員⻑

l

国際奉仕委員会
川岸光男 次期国際奉仕委員⻑

出席委員会
杉村吉雄 次期出席委員⻑

l

ロータリー財団委員会
植⽥幸嗣 次期ロータリー財団委員⻑

クラブ運営委員会
森 豊 次期クラブ運営委員⻑

l

クラブ広報委員会

者不在につき省略

職業分類・会員選考委員会
河⽥勝正 次期分類・選考委員⻑
会員増強委員会から新⼊会員推薦

選考委員会

職業分類
※⼿続要覧
①⼀般規定 会員は専⾨職務である
RI は⼈道的・社会的奉仕を⽬的とする
⽇本は⾃⼰の職業を通じて地域社会へ奉
仕することを⽬的とする
②制限規定 (１)クラブ会員 50 名までは同
業者 5 名とする
(２)クラブ会員 50 名以上は 10％ルール
適⽤する
l

クラブ広報委員会

ロータリー情報・スター委員会

会報担当︓藤井光彦

⼩林 充 次期ロータリー情報・スター委員⻑
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