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鈴鹿西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・亀山グループ;  

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 1608回例会 2019年 7月 2日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 柴田友美 SAA 

開始: 12：30 終了: 13：30 

点鐘: 会長 服部高宣 

ソング: 君が代 奉仕の理想 

ソングリーダー: 勇 理維子会員 

ゲスト：大翔鵬関様、翔猿関様、大翔鶴様 

   （順不同） 

中日新聞鈴鹿通信局 酒井直樹様                  

会長挨拶 服部高宣 会長 

 

 今年度 会長を拝命することとなりました． 

若輩者ではありますが、精一杯務めさせて頂きます

ので、何卒宜しくお願い申し上げます． 

 今日は 追手風部屋から、親方や大翔鵬関・ 翔猿

関・大翔鶴様、たくさんの力士達にお越し頂き、大

変華やかな例会となりました．どうぞよろしくお願

い致します． 

 相撲は日本古来の武道であり、日本が誇る国技で

す．その国技のプロである大相撲力士が、土俵の上

で真正面から勢い盛んに取り組む姿には、潔さや公

正さだけでなく、対戦相手に対する尊敬や賞賛の気

持ちまで感じられます。スポーツマンシップにのっ

とり、正々堂々と行うものは人の気持ちを動かすよ

うで、相撲が世界中で高く評価されている要因の一

つでもあると思います． 

 相撲も世界へと広まっていますが、今年度のロー

タリークラブもまた、『ロータリーは世界をつなぐ』

と壮大なテーマとなっています． 

ポールハリスがロータリークラブを設立した大

きな目的は、見知らぬ町で人々と「つながる」こと

でした．時代が進み、現代ではインターネット上で

簡単に情報を手に入れることが出来、パソコンや携

帯電話などを使用したメッセージの交換や、共通の

趣味や関心を持つ者同士のグループを容易に作成

などが出来、場合によっては年齢、職業、住んでい

る場所などの身の上さえ知ること無く関わり続け

られる世の中になりつつあります．そんな時代に流
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されることなく、ロータリークラブの『つながり』

は「紹介」と言う直接的な人と人との関わりで成り

立っています． 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マロー

ニー氏も、「ネットワークを築くための方法が数多

く存在するが、ロータリーにおけるつながりは、他

に類をみない独特なもの」だと話していました． 

また多種多様な職業に就いた様々な考え方を持

っているメンバーが知恵を出し合い、ここにいらっ

しゃるような地位や名誉のある方々までもが汗水

流して自ら奉仕作業を行うと言う、心ある魅力的な

集まりだと思います． 

ロータリークラブが、クラブとして存続していく

上で欠かすことの出来ない必要条件となる、ロータ

リアン一人ひとりの心が結合した状態を表す概念

が「親睦」だそうです． 

話は相撲に戻りますが、相撲は、相手の気持ちを

察する「わび」「さび」、無理な取り組みはしない「も

ののあわれ」、勝利しても喜びを全面に出さない「い

き」、日本独特の表現方法である 良い意味での「曖

昧」など、日本文化の良さが取り込まれているそう

です．わび、さび、良い意味での曖昧・・・このよ

うなものもまた、ロータリークラブの繋がりと同じ

ように、ＡＩのようなデジタル的なものには無い、

心ある人間らしい良さの一つだと感じました． 

そんな心の結合である「親睦」を大切にし、まず

は地域社会に貢献出来るような活動を、そしてそこ

から、少しでも世界へと繋がる活動を目指して頑張

る一年にしたいと思います．とは言え、私は未だ勉

強中の身であり、大変微力であります．令和と言う

新しい元号になり、また 35周年を迎える記念すべ

き年でもある今年度を、先輩方が作り上げて来たこ

の鈴鹿西ロータリークラブの良さを大切にしつつ、 

新しいことにもチャレンジしていける一年にし

ていきたいと思っておりますので、皆様のご指導ご

協力をお願いして、今年度最初の会長挨拶と代えさ

せて頂きたいと思います．一年間、よろしくお願い

致します． 

報告事項：クラブ細則第 3 条第 1 節により指名委

員会の開催を通告いたします．日時は後刻，改めて

関係各位へご案内致します．指名委員会のメンバ

ー:直前 3 期会長，現会長・幹事，会長エレクト・

副幹事．                以上 

幹事報告  藤野恵子 幹事  

 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

7月 16日（火）休会 

7 月 30 日（火）湯の山 頂上例会のため、御

在所岳頂上「一等三角点」 

2. 鈴鹿・亀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：7月 4日（木）会場都合のため

ホテルグリーンパーク鈴鹿 

   7月 11日（木）会場都合のためミルク 

   7月 18日（木）特別休会 

   7月 25日（木）鈴鹿８耐開催のためホテル 
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グリーンパーク鈴鹿 

3. 2019-2020 年度会員必携（計画書）を配布し

てございますのでご一読ください． 

4. 2019-20年度上半期会費納入について 

金額   ￥146,500    

内訳 通常会費（2019年 7月－12月）￥120,000 

創立 35周年特別会費￥ 10,000 

  ロータリー財団寄付金（＄150相当）￥ 16,500 

  振込先：百五銀行 平田町駅前支店  普通預金 

206775 鈴鹿西ロータリークラブ 

振込期間：2019年 7月 1日～7月 15日 

5. 2018-19 年度地区ガバナー事務所閉所のお知

らせ 

7 月 31 日まで直前ガバナー事務所として継続

し、8月 1日以降は、岐阜加納ＲＣが対応され

ます． 

6. 2019-20年度地区代表幹事変更について 

（変更後） 井熊信行様（津ＲＣ） 

7. 2019年地区大会事務所開設のご案内 

〒514-0033 三重県津市丸之内２９－１４ 

津商工会議所４階 

電話番号：０５９-２２１－２６３２  

ＦＡＸ：０５９-２２１－２６３１ 

Ｅ－mail：1920taikai@rid2630.org 

8. 地区ガバナー事務所より、地球温暖化防止及び

省エネルギー対策に向けた活動の一環と致し

まして、2019 年 6 月 1 日～9 月 30 日までの

期間、「COOL BIZ（クールビズ）」を実施し、

今後の会議・訪問等の際、「ノーネクタイ」の

軽装にて活動させて頂く旨、メンバーの皆様に

もご賛同いただきたいとの案内とお願いが届

いております． 

9. 地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

住所：〒506-0011  

岐阜県高山市本町１－２飛騨信用組合  

本町サテライト出張所３F 

電話番号：0577-32－2630 

ＦＡＸ：0577-36－1488 

Ｅ－mail：2021@rid2630.jp    

10. （再）熊野ロータリークラブ例会開催日変更の

お知らせ 

変更後 第 1,2,3 木曜日開催 12：30～新宮

信用金庫熊野支店 3Ｆ 

19：00～みどりや 

11. 地区世界社会奉仕（ＷＣＳ）補助金申請・受付

のご案内 

補助金申請受付及び交付決定 

第 1回 2019年 8月 30日（金）締切  

同 9月末 交付予定 

第 2回 2019年 12月 25日（水）締切  

翌年 2月末 交付予定 

12. 7 月 23 日（火）は、鈴鹿・亀山グループ 宮

崎弘夫ガバナー補佐訪問です。 

例会終了後、理事・役員・委員長によるクラブ

協議会（約 1時間）が予定されております． 

関係者には資料を配布しておりますのでご確

認ください．なお、委員長欠席の場合は必ず代

理をお願いいたします． 

13. 2018-19 年度下半期分ニコニコボックスの領

収書をメールボックスに配布してありますの

でご確認ください． 

14. 2019年 7月のロータリーレートは、 １ドル＝

108円とＲＩ日本事務局より連絡がございまし

たのでお知らせ致します． 

15. 次週 7月 9日（火）例会終了後、第 4回理事・

役員会を開催いたします． 

16. 受贈誌：2019-20年度事業計画書（松阪東ＲＣ） 
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結成 55周年記念誌（鈴鹿ライオンズクラブ） 

ＢＲＣつうしん（日赤三重県支部点訳奉仕団） 

本日の行事 

新・旧会長、幹事の引継 バッジの交換 

加藤前会長、森前幹事に花束贈呈 

 

7月度諸事お祝い  

        勇理維子 親睦・家族委員長 

【会員誕生日】追手風直樹会員、柴田友美会員、 

       桑山清和会員 

【会員結婚記念日】桑山清和・悦子様 

 
 

7/30 山頂例会のご案内 

         勇理維子親睦・家族委員長 

 

鈴鹿西 RCゴルフ取り切り戦の報告 

森 豊 前ゴルフ部 部会長 

 

2018-19年度下半期・年間出席率表配布につい

て 

出席報告   仲村義昌 前出席副委員長                 

正会員 39名中 24名出席．出席率：66.66％ 

先週の補正出席率：70.58％（6/18） 

先々週の補正出席率：75.67％（6/11） 

 

ニコニコボックス報告 

        岩崎 透 親睦・家族副委員長 

※印：多額           順不同 敬称略 

※河田勝正：服部会長、藤野幹事の時間的、空間的 

前途を祝して！ 

※大泉源之：追手風部屋一行を歓迎し、一門の名古 

屋場所での活躍をご期待します． 

※服部高宣：いよいよ始まってしまいました．何が 

出来るかわかりませんが、一年間宜しくお願い 

致します． 
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※藤野恵子：準備万端整い、服部丸出航いたします． 

私、幹事として船に乗せていただきます．皆様 

のご指導、助言をいただき、一年後、無事港に 

帰れますよう働かせて頂きます．宜しくお願い 

いたします． 

※加藤 稔：服部・藤野丸 出港おめでとうござい 

ます． 

※森 豊：①追手風親方はじめ力士の皆さんようこ

そ．前期一年間、皆さんにはお世話になりまし

た．ゴルフの取切り戦 2日間共優勝させて頂き

ました．総合優勝もいただきました．一年間有

難うございました．②服部会長、藤野幹事、一

年間よろしくお願いいたします． 

※世古口弘子：親方ようこそ．名古屋場所楽しみに 

しております． 

※沖 俊成：①追手風の皆様、ようこそお越し下さ 

  いました．②服部・藤野丸の船出を祝して． 

※桃井力生：①追手風部屋の皆様を歓迎して． 

  ②服部君、藤野さん、出航オーライ． 

※岩崎 透：①追手風部屋の皆様を歓迎します．翔

猿さん頑張ってください．②服部丸の船出を祝

して． 

久志本敦史：追手風親方、力士の皆様、本場所の活

躍をお祈りしています． 

柴田友美：服部会長、藤野幹事、一年宜しくお願い

します．追手風部屋の皆様、本日はよろしくで

す！ 

植田幸嗣：服部会長、藤野幹事の門出を祝い、また、

追手風部屋の皆様ようこそ． 

川岸光男：追手風部屋の親方をはじめ、大翔鵬関、

翔猿関、大翔鶴、ようこそ．名古屋場所に期待

します．   

若林忠義：名古屋場所での追手風部屋の関取一同の

活躍をご祈念申し上げます． 

玉田 香：追手風部屋の皆様ようこそお越し下さい

ました．有難うございます．服部様、藤野様ど

うぞ宜しくお願い致します． 

小林 充：大翔鵬関、翔猿関、大翔鶴を歓迎して．

藤田 充：追手風部屋の方々をお迎えして、名古屋 

場所頑張ってください． 

岸本春雄：追手風一門ようこそ．親方 1年ぶりの出 

席おめでとうございます．今年も玉ネギ、ジャ 

ガイモ、きゅうりが沢山採れたので、一杯食べ 

て名古屋場所頑張ってください． 

 
 

本日のプログラム 

「追手風部屋の方々をお迎えして」 
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2019 年（令和元年）7月 3日 中日新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ広報委員長 藤井光彦 


