
The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

1 
 

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 1610回例会 2019年 7月 23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: 四つのテスト 

ソングリーダー: 勇 理維子会員 

           

会長挨拶 服部高宣 会長 

 

本日は、ガバナ－補佐公式訪問及びクラブ協議会

の開催予定にしておりましたが、体調を崩されたと

のことで、十分なご加療とご静養をして頂き、一日

も早いご回復をお祈りいたします．また沖プログラ

ム委員長におきましては、急なお願いにも関わらず、

本日の卓話にご対応して頂き、誠にありがとうござ

いました．差し迫ってのお願いで恐縮ですが、どう

ぞよろしくお願い致します．また理事役員の方々に

は、持ち回りの理事役員会の議題が二転三転しまし

て申し訳ありませんでした． 

先日、本屋へ行ったのですが、年末には大きく設

けられていた『スケジュール帳売り場』が、大変縮

小されていました．スケジュール帳と言うのは何月

始まりのものが多いのだろうかと疑問に思い、少し

調べてみたところ、一番種類が豊富なのは 1 月始ま

りのもので、次いで 4 月始まりだそうです．1 月始

まりのものが多い理由は、新年から新しい手帳にし

ょうと思う方が多い為、4 月始まりのものが多い理

由は、会計年度の開始が 4 月 1 日の企業が多いと

言うことと、学校が 4 月 1 日の進学・進級になっ

ている為と言うことで、大変納得のいく結果でした． 

ところが、調べていると、『スケジュール帳と言

うのは、1 月始まり、4 月始まり、7 月始まり、10

月始まりの 4 種類に大別されている』と言うことが

分かったのです． 

10 月始まりの手帳も意外にも多いそうですが、

これは海外では 10月に新学期や入社式を行う文化

があり、海外の会社で働く方や海外に進学する方に

は、10 月始まりのスケジュール帳が重宝な理由か

らと言うことでした． 

残す 7 月始まりのスケジュール帳ですが、残念な

がらこれはあまり需要がないようです． 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

2 
 

6月決算で7月から新体制と言う会社には都合が

良く、ディスカウントショップのドン・キホーテな

どは 6 月決算の企業となっているそうですが、日本

の中で、7 月から新体制と言う会社は数が少ないよ

うで、商品数も少なく店頭にはあまり置いていない

ようです． 

そんな、需要が少なく残念な 7 月始まりのスケジ

ュール帳ですが、有り難いことに 7 月から始まるロ

ータリー年度には好都合なスケジュール帳である

ことに気がつきました． 

そして、そんなことを調べていたら、今度はロー

タリー年度がなぜ 7 月に始まるのかが気になって

しまい、こちらも少し調べてみることにしました． 

1910年 8月に国際ロータリークラブ連合会の第

1 回大会が開催され、それ以降 8 月開催が恒例とな

りました。1912 年 8 月の大会終了後、理事会が翌

年の大会に向け会計監査を会計士に依頼したとこ

ろ、翌年 6 月 30 日までに済ませておくのが良いと

提案されました。1913 年 4 月に開催された大会執

行委員会の会合で 6月 30日を会計年度の最終日と

し、それ以来、ロータリー年度は 7 月 1 日となっ

た、と言うことで、7 月に設定したことに それほ

ど大きな理由はなかったようです． 

物事の本質には真剣に向き合いますが、ロータリ

ー年度などは小さな問題だと言うことでしょうか．

実にロータリーらしいなと思いました． 

 先日、インターネットで 7 月始まりのスケジュー

ル帳を購入しました．お店の方も珍しい商品の出荷

だと思っているかもしれません．スケジュール帳が

配達されたら、今期の予定を目一杯書き込みたいと

思っております． 

 

 

幹事報告  藤野恵子 幹事  

 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

8 月 13 日（火）特別休会 

8 月 27 日（火）⇒8 月 31 日（土）鈴鹿・亀山

グループガバナー公式訪問 5 クラブ合同例会・

ＩＭのためコンフェット鈴鹿平安閣 

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 

亀山ＲＣ：8 月 5 日（月）例会場変更のため 

安全文化村 

8 月 12 日（月）法定休日のため休会 

  8 月 19 日（月）⇒17 日（土）納涼例会（関の 

花火鑑賞）のため川森食堂 

8 月 26 日（月）⇒31 日（土）鈴鹿・亀山グル 

ープガバナー公式訪問 5 クラブ合同例会・ＩＭ

のためコンフェット鈴鹿平安閣 

鈴鹿ＲＣ：8 月 14 日（水）お盆休会 

8 月 28 日（水）⇒8 月 31 日（土）鈴鹿・亀

山グループガバナー公式訪問 5 クラブ合同例

会・IM のためコンフェット鈴鹿平安閣 

3. 2018-19 年度第 15 回理事・役員会決議報告 

 第 35 期収支決算について・・・承認 

4. 2019-20 年度第 4 回理事・役員会決議報告 

 2020-2021 年度理事・役員候補者につい

て・・・選出された理事役員候補者を承認 
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 米山学友の呉 同生（ゴー・トンセン）さ

んからの寄付金（10 万円）の取り扱いに

ついて 

呉同生さんを 35 周年記念式典及び祝賀会に 

ご招待し、クラブで必要な記念に残る品物を 

購入することに決定し、現時点においては、 

鈴鹿西ＲＣハート基金の口座に入金するこ 

とを承認  

 ロータリー財団寄付（＄150）の摘要レー

ト変更による差額分の取り扱いについて 

 ロータリー適用レート変更による  差額

（￥300／1 名）については、親睦家族委員会 

 で使うことを承認 

 日本のロータリー100周年記念ピンバッジ

頒布協力について 

希望者が購入することに決定し、費用は個 

人負担とすることを承認 

 その他 

 7 月 30 日山頂例会について   

警報が出た時は、例会中止となることに決定 

することを承認 

5. 第 2 回臨時持ち回り理事・役員会決議報告 

鈴鹿・亀山グループガバナー公式訪問 5 クラブ

合同例会・IM の登録料について半額をクラブ

が負担することについて承認 

6. 2019-20 年度会員必携訂正について 

(ア) 67ページ 2017-18年度米山奨学生 張 

丹丹（チョウ タンタン）さんが記載漏れ

となっています． 

(イ) 70 ページ 会員担当歴 桃井力生会員が、

ロータリー情報・スター委員長となってお

りますが、正しくは、ロータリー情報・ス

ター副委員長です． 

配布してあります正誤表でご確認ください． 

7. 鈴鹿・亀山グループ 2019-2020 年度 5 クラブ

合同会長・幹事懇談会，ガバナー公式訪問 5 ク

ラブ合同例会，ＩＭのご案内 

日時：2019 年 8 月 31 日（土） 

場所：コンフェット 鈴鹿平安閣 

  ※詳細については、配布してございます案内を 

ご一読ください．なお、参加人数の報告締切 

が、8 月 5 日（月）となっておりますので、 

欠席の方は早めに事務局までお知らせくだ 

さい． 

8. 日本のロータリー100周年記念ピンバッジの申

込を受け付けます．購入希望者は、名簿を回覧

しますので、ご記入ください． 頒布価格 200

円／1 個 

9. 受贈誌：2019-20 年度活動計画書（四日市北Ｒ

Ｃ，桑名北ＲＣ） 

 

本日の行事 

 2019-20 年度地区職業奉仕委員会委員 小林 

 充会員に委嘱状の授与 

 

委員会報告 

 第1回ロータリー財団研修セミナー報告 

植田幸嗣 ロータリー財団委員長 

 
 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

4 
 

 

 35ｔｈチャリティーゴルフコンペにつ

いて 

加藤 稔 ゴルフ部会 部会長 

 

 御在所岳山頂例会について 

勇 理維子 親睦・家族委員長 

 
 

出席報告      杉村 吉雄 出席委員長                 

正会員 39 名中 25 名出席．出席率：71.42％ 

先週の補正出席率：71.42％（7/9） 

先々週の補正出席率：70.58％（7/2） 

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 

※世古口弘子：名古屋場所パーティー大変お世話に

なりました．感謝です．参議院選挙も

終わりホットです．ありがとうござい

ます． 

服部高宣：本日の会員卓話、楽しいお話をよろしく

お願い致します． 

小林 充：追手風部屋千秋楽祝賀会での御協力に感

謝して・・・． 
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柴田友美：21 日名古屋場所最終日の夜の追手風部

屋祝賀会に 93 歳の父と娘で出席．世

古口さん、小林さん、クラブの皆様お

世話になりました． 

野間芳実：只々感謝です．有難うございました． 

桃井力生：奨学金に少々． 

本日のプログラム 

「会員卓話」 

 岩崎 透会員 

 

植田幸嗣会員 

 

大泉源之会員 

 

加藤 稔会員 

 

川岸光男会員 

 

 

【7月 11日 亀山地区表敬訪問】 
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【7月 19日 鈴鹿地区表敬訪問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ広報委員長 藤井 光彦 


