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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 1612回例会 2019年 8月 6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委員長 

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: 服部高宣 会長 

会長挨拶 服部高宣 会長 

今年もまた 8 月 6 日「広島原爆の日」がやって

きました．1945 年、昭和 20

年 8月 6日、広島に原子爆弾が

落とされ、空に巨大なきのこ雲

が上がった日．広島では 14万

人の方が命を落とされ、また、

残った被爆者の方は今もなお

苦しんでおられることだと思います． 

そんな広島原爆の日から 74 年．74 年はそう遠

くない過去ですが、今、私達は身の危険を感じるこ

となく外出をし、暗くなれば電気を点け、何不自由

ない、まさに「平和」な生活を送っています．  

ロータリークラブの国際奉仕は、「奉仕というロ

ータリーの理想に結束した職業人の世界的友好に

よる理解、善意、および国際的平和の増進」という

理念からなっていますが、ロータリーが国際レベル

の組織である以上、ひとたび紛争が起こってしまっ

てからでは、RI が事に是非を判定したり、一国の

立場を代弁したりすることは好ましくなく、中立を

守らざるを得ない立場にあるため、一方を正とし、

他方を悪とすることはできません． 

紛争の当事国は、共に国法を遵守することが要求

されるため、相手国のロータリアンと深い友情で結

ばれるなど不可能なことで、世界平和を願うロータ

リーの国際奉仕の理念も、紛争時には限界がありま

す．逆に言うと、現在のような平和な平常時に、世

界的親交による国際間の理解と親善と平和の推進

を目指した努力をしておくことが、紛争を避ける抑

止力になるのかもしれません． 

 数日前、私の園の職員が、自主的と主体的の違い

について話している声が聞こえてきました． 

「自主的とは、『やるべきことが明確に定まってい

る中で、人から言われる前に率先して動くこと』主

体的とは、『何も決まっていない状況でも、自分で

考えて判断し、行動すること』 だから、自主性は

当たり前。主体性を持って行動が出来るように頑張

ろう。」と言う内容でした． 

 いつもならば、背後から聞こえてくる職員間の会

話内容は気にも留めないのですが、私も会長に選ん

で頂いた今年度は、少し主体性を意識して行動しな

ければいけないと痛感し、そう思わせてくれたその

会話に、“たまには良い話もするのだな”と、小耳に

聞き挟みながらも決して振り返ること無く、背中で

ニンマリとほほ笑み過ごしました． 
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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）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 

 9月 3日（火）創立 35周年チャリティー

ゴルフ大会のため三鈴カントリー倶楽

部 

 9月 10日（火）⇒9月 14日（土）親睦・

家族例会（鈴鹿げんき花火大会）のため

オーシャンテラスホテル＆ウェディン

グ 5Ｆ 

 9月 17日（火）と 9月 24日（火）休会 

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ＲＣ：2019年 9月 11日（水）⇒9月 

14日（土）納涼例会ため白子港緑地公園内  

3. 2019-2020年度地区大会のご案内 

日時：2019年 11月 16日（土）・17日（日） 

場所：津市産業・スポーツセンター「サオ 

リーナ」「メッセウィングみえ」 

登録料：会員 10,000円 パートナー・ロ 

ータリー 関係団体 5,000円 

総天然色食堂 無料  

パートナープログラム 無料 

登録申込期限 8月 30日（金）  

取消期限 9月 17日（火）15：00 

※詳細につきましては、本日配布してあり

ます資料にてご確認ください． 

※出欠については、同資料の地区大会登録

申込書を 8 月 20 日（火）までに事務局へ

ご提出ください． 

4. ＩＭ（8月 31日開催）のタイムスケジュー

ルが変更になりましたので、出席者へ再度、

ご案内いたします．また、登録料も 6,000

円に変更となりましたので、会員の皆様には

3,000 円のご負担をお願い致したく、ご理

解・御協力をお願いいたします． 

5. 2019 年 8 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あ

りましたのでお知らせ致します． 

6. 事務局夏季休暇は、8月 13日～16日とさせ

て頂きます． 

休み中の緊急連絡は、幹事 藤野 携帯番

号 090-5629-1773 までお願いします． 

7. 日本ロータリー100 周年記念ピンバッジの

申込を締め切らせて頂きます．購入希望の方

は本日中に事務局までお申込みください． 

8. 8月 20 日（火）例会終了後、事務局におい

て第 5回理事・役員会を開催しますので、理

事・役員はご予定ください． 

委員会報告 

＊8月度諸事お祝い 

岩崎透 親睦・家族副委員長 

【会員結婚記念日】 

小林英将・泰永様 

＊親睦・家族例会（鈴鹿げんき花火大会）案内 

岩崎透 親睦・家族副委員長 

＊クラブ研修リーダー報告 

河田勝正クラブ研修リーダー 

 2019年 7月 27日(土)  

会場：名鉄グランドホテル 
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質問事項①ロータリーについて疑問に思うこと？ 

提案事項①国際ロータリーと日本のロータリー 

の職業奉仕観の甚だしい乖離が見られる様に思

われるが如何なものでしょうか． 

但しＲＩ規定審議会制定案の０７-３２９仏国提

案は除きそれ以降の問題としてです．更にロータリ

ーとは何か、という基本的理念に及ぶものであると

思います． 

質問事項②貴クラブにて実践されている会員に対

するセミナーや、新会員への研修の方法についてお

知らせいただけませんでしょうか． 

提案事項②(１)情報委員会の例会場における一 

口情報の提供 

(２)Ｓｔａｒ(Special Training for Action in 

 Rotary Program)委員会の開催 

次期研修リーダー 木村静之ＰＧ 挨拶 

一、各クラブのレベルＵＰの為に研修リーダーを設

置する． 

二、多方面に渡るロータリアンを新しい会員として

入会を計る． 

三、クラブ会員の質的低下が見られる．以前は輝い

ていた． 

対応策：ロータリーの理念(基本的性格)の再教育を

要す． 

情報部門委員長 釼田廣喜ＰＧ 趣旨説明 

ＲＩは 2000年以降変貌した．内容的には社会奉仕

事業(人道奉仕)を目的とした． 

各クラブの自主性・主体性を権限譲渡した． 

クラブの自治権の確立･クラブの個性を創設． 

＊第 42 回インターアクト年次

大会報告 

田中通 インターアクト委員長 

 
 

＊鈴鹿西ロータリークラブ創立３５周年記念チ

ャリティゴルフ大会のご案内 

岸本春雄 35周年実行委員長 

９月３日三鈴カントリー倶楽部 

 

＊2018-19年度皆出席者表彰 

仲村義昌 2018-19 年度出席

副委員長 

ホームクラブ 100％：森 豊会

員（7年） 

皆出席者：伊藤義一会員（24年），

小林 充会員（17年），沖 俊成会員（10年），岸本

春雄会員（8年），世古口弘子会員（8年），藤野恵

子会員（7 年），勇 理維子会員（4 年），服部高宣

会員（3年）， 加藤稔会員（3年） 

下半期皆出席者：河田勝正会員， 仲村義昌会員  

出席報告      杉村吉雄 出席委員長                 

正会員 39名中 24名出席．出席率：70.58％ 

先週の補正出席率：67.64％（7/30） 

先々週の補正出席率：74.28％（7/23） 

ニコニコボックス報告 

 小林英将 親睦・家族委員 

 

服部高宣：本日の年次総会、宜し

くお願いいたします． 

小林英将：8月 17日が 11回目の結婚記念日です． 

野間芳実：暑い日が続きます．皆様熱中症には気を 

付けて下さい． 

若林忠義：渋野日向子の全英オープン優勝に感激し 

ました． 

小林 充：山頂例会を欠席しましたので急用で残念

でした． 

世古口弘子：山頂例会、突然の欠席でご無礼しまし

た．           （敬称略 順不同） 
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本日のプログラム 

「年次総会」 

 会長・幹事・会計・監査役 

【審議事項】 

第 1 号議案：2020-2021

年度 理事・役員選任の件 

 

 

←服部高宣 会長 

 

 

 

第 2号議案：第 35期（2018年 7月 1日～2019 

年 6月 30日まで）収支決算、会計、監査報告の件 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

森 豊 直前幹事     野間芳実 会員 

 

第 3号議案：第 36期（2019年 7月 1日～2020 

年 6月 30日まで）収支予算（案）の件 

 

 

 

 

 

岸本春雄 会員 

上記３議案共に全員異議なし可決 

会報発行担当：植田幸嗣 

 

 

 

 

 

   


