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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 1613回例会 2019年 8月 20日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 沖 俊成 副 SAA 

開始: 12：30 終了: 13：30 

点鐘: 会長 服部高宣 

ソング: それでこそロータリー 

ソングリーダー: 勇 理維子会員 

ゲスト：鈴鹿西プロバスクラブ 

    会長 大石幸生様，副会長 福井章子様 

幹事 喜田久仁廣様， 

           

会長挨拶 服部高宣 会長

 
 本日は、会員増強推進月間に因んでということで、

森 豊会員維持・増強委員長にお世話になります．

よろしくお願い致します．  

 例年、この会員増強について力を入れ続けており

ます． 児童詩コンクール、深谷公園での植栽等々

の活動は、鈴鹿西ロータリークラブが地域に根を下

ろして行っている活動です．このような活動を続け

ることにより、新聞記事への掲載回数も増え、「鈴

鹿西ロータリークラブ」というクラブ名は多くの方

の目に触れることが出来ているのではないでしょ

うか． ただ、それだけでは、会員増強の実績に繋

がりにくいというのが現状だと思います． 

それではどのようなことを行うべきなのか．そし

て、折角行っている現在の活動を、より効果的に地 

域社会に知らしめる為には、何が不足しているのか．  

 私自身、「アピール」というものは最も苦手とす

る分野です．ただ、知ってもらう為には、この苦手

なアピールと言うものが必要となり、アピールには、

実際に見て頂くこと、または参加して頂くことなど、

様々な方法があると思います．例えば「参加型」で

すが、現在行っている活動を、より広く深く行い、

地域社会内の専門職に該当する方にご参加頂くよ

う、会員様からお声掛けを頂く．共に活動を行って

頂くことにより関心を持って頂き、お声掛け頂いた

方の紹介によりご入会・・・なんて上手くはいかな

いかもしれませんが、ロータリークラブの適格者に、

これまで以上に興味を持って頂く機会を増やして

いける方法を考え、尚且つ、現在の会員の皆様にも

現行の活動をより楽しんで頂ける活動へとバージ

ョンアップしていけるように出来たらと思ってお

ります． 

 とは言え、力不足の会長故、不備の無いように行

うのが関の山かもしれませんが・・・それでも夢を
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見るのは自由なので、「日本一入りたくなるロータ

リークラブ」と呼ばれることを夢見て頑張ります． 

 社会人が選ぶ就職したい企業、今年度の第 1 位は

『グーグル』だそうです． 

理由としては、 

●自分自身、グーグルのサービスが好きだから 

●新しいことに挑戦できそうだから 

●社会や人の為になる仕事ができそう 

●優秀な社員が多そう 

●やりがいのある仕事ができそう 

など、給与・待遇面だけではない理由も上位を占め

ていました．やはり、就職・転職も会員維持増強と

同じ．自分自身が楽しく過ごせる場で、切磋琢磨で

きる仲間と、やりがいのあることに挑戦できること

が望まれているようです．今年度も引き続き会員維

持増強にご協力頂きます様お願い致します．  

 

幹事報告  藤野恵子 幹事  

 

1. 当クラブ 8 月 27 日（火）の例会は、8 月 31 

日（土）ガバナー公式訪問 5 クラブ合同例会・

ＩＭに変更のためございません． 

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 

鈴鹿シティＲＣ９月１１日（水）→９月７日 

（土）中日本野球大会のためオーシャンテラ 

スホテル 

 ９月１８日（水）→ ９月１４日（土）納涼 

例会（鈴鹿げんき花火大会）のため白子港緑 

地公園内   

3. 鈴鹿ベイＲＣより、ガバナー公式訪問合同例

会・ＩＭ（8 月 31 日）の例会食事数と人数

の変更は、本日 20 日が最終締切との連絡が

ございました．変更がある方は、お申し出く

ださい． 

4. 第 42 回インターアクト年次大会の礼状を頂

きました． 

5. 本日例会終了後、第 5 回理事・役員会を事務

局において開催致します。 

また、第 6 回理事・役員会は、9 月 14 日（土） 

17 時より、オーシャンテラスホテル＆ウデ 

ィングにおいて開催を予定しております。 

鈴鹿西プロバスクラブ会長 大石幸生様ご挨拶  

 
この度、鈴鹿西プロバスクラブの会長になりまし

た大石です。よろしくお願いします。 

今日は私どもをご招待いただき有難うございま

す。また、先日の第１９回定期総会には服部（はっ

とり）会長さま・藤野恵子（ふじの）幹事様・奥村

隆司（おくむら）社会奉仕委員長様にご臨席賜り有

難うございました。重ねて御礼申し上げます。また、

来年３月には創設３５周年をお迎えになりおめで

とうございます。 

私どもプロバスクラブもお蔭様で来年秋２０周

年を迎えます。創設時は勿論、その後も何かにつけ

ご指導をいただき、お世話になった結果だと、深く
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感謝申し上げると共にこれからもよろしくお願い

致します。 

私ども、プロバスクラブの例会は月、１回、僅か

３時間程度ですが皆が親睦を図り、楽しく過ごせる

一時をと考えています。また、一方で、個性あるオ

プション行事を心がけてゆきたく思っています。 

それにもう一つ、世間では、高齢者は増加してい

ると言われていますが、当クラブは、前回私が会長

を務めていた２０１２年度は３０名程度を維持し

ていましたが、昨年度は２４名と減少しています。 

前会長の時も言いましたが、長年の経験から、こ

の様な組織は絶えず会員の補充が必要で、年に３～

５名程度の会員の補充が必要と考えています。 

もし皆様のお知り合いで当プロバスクラブの会

員にふさわしい方がお見えになれば是非ご紹介い

ただきたく皆様にお願い申し上げます。 

簡単ですが、日ごろお世話になっているお礼とご

挨拶に変えさせていただきます。これからもご指導

のほどよろしくお願いします。 

委員会報告 

＊ロータリーの友 8月号紹介 

久志本敦史 クラブ広報委員 

＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー認証ピ

ンの贈呈・・・藤田充会員，大泉源之会員．  

野間芳実会員

 

 

出席報告       伊藤義一 出席委員                 

正会員 39 名中 25 名出席．出席率：69.44％ 

ニコニコボックス報告 

          小林英将 親睦・家族委員 

          順不同 敬称略 

鈴鹿西プロバスクラブ会長 大石幸生：貴クラブ 

益々のご繁栄を． 

鈴鹿西プロバスクラブ副会長 福井章子：今日はあ 

りがとうございます．よろしくお願い申し上げ 

ます． 

服部高宣：プロバスクラブ会長 大石様、副会長 

 福井様、幹事 喜田様ようこそ．森会員維持・ 

増強委員長、本日はよろしくお願いします． 

藤野恵子：プロバスクラブの皆様ようこそお越しく 

ださいました． 

世古口弘子：プロバスクラブの皆様ようこそお越し 

頂きました．宜しくお願い致します． 

岩崎 透：プロバスクラブの皆様ようこそお出で頂 

  きました．ご歓迎申し上げます． 

若林忠義：大騒ぎした台風も鈴鹿は被害もなくよか 

ったです． 

沖 俊成：プロバスクラブの皆様御世話になります． 

 

本日のプログラム 

「会員増強・新クラブ結成推進月間に因んで」 

森 豊 会員維持・増強委員長 
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ロータリーには、重要な媒体が三つ有ります．第一

はロータリアン、第二は、ロータリークラブ、第三

が国際ロータリーであります．この三つの媒体の中

で一番大事なものは、何か？それはロータリアンで

す． 

ロータリーとは、自他の心を養う．人を育成すると

ともに献身的な奉仕活動、相手に対して得るものを

与える．自分オンリーだと事業は失敗してしまいま

す．他人に利益を与えずして、自分が反映する事は

ありません． 

RI 会長マーク・ダニエル・マローニーさんはテー

マである“Rotary Connects The World ロータリ

ーは世界をつなぐ”を発表するスピーチの中でこの

言葉を使われました．又、マローニーさんは、 

底の抜けたバケツにいくら水を入れてもダメだと

もいわれました． 

ロータリーの友８月号で高崎ロータリークラブの

記事が載っていました． 

会員数が６４人から１１５人へと 1 年間で劇的な

増強をされました． 

会員数が増えて日常の資金繰りが潤沢になりゴル

フ、釣り、野球、そば打ち、ボーリング、山岳部が

盛んになったそうです． 

会員数が増えて、女性会員も多くなり常に華やいだ

環境であるのが嬉しいともありました． 

先月 7 月の増強報告書が来ていました． 

あと副委員長の直前会長の加藤さん、今まで多数の

会員の増強でご努力された世古口会員、35 周年記

念実行委員長の岸本さん、そして大きな企業と取引

の有る伊藤義一委員の一言アドバイスを頂戴しま

した．もう少し他の方々のアドバイスを頂戴しょう

と思っていましたが、卓話が有るとのことでしたの

で、終了します。 

「会員卓話」 

―ロータリー最後の締として― 

 

クラブ研修リーダー 河田 勝正 

会員増強月間に対し、その方法論は安易な、増

強方法ではなく、ＲＩＤ２６３０―０３年故伊達

パストガバナーの提案の如く、「職業分類一覧表」

の空白部分職業・実業家の新入会員の募集入会を

推進すべきである． 

  更に毛沢東「実践論・矛盾論」によれば、「量

的変化は質的変化を及ぼす」とあり、安易な・過

度な入会推進策は泡沫会員を作るのみである．故

に現在当Ｃ３９名のロータリアンが真のロータ

リアンを追求、その姿を見て入会(者)が増加する

のではないだろうか． 

 

岸本春雄会員 

 
今日は．プログラムの沖さんから 5 分程度の卓 

話時間を頂きましたので、丁度 35 周年のチャ 

リティーゴルフコンペについて説明とお願い 

をさせて頂きます． 
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当日 9 月 3 日（火）は、チャリティー例会

とさせて頂きますので全員参加でよろしくお

願い致します．ゴルフをされない方もお手伝い

の役割分担がありますので 30周年の時のポロ

シャツ着用でお願い致します． 

エントリーの締め切りが 8 月 10 日でお盆 

が間に入り、加藤ゴルフ部長と三鈴 CC との打 

ち合わせで本日やっと組み合わせ表が出来上 

がりました．40 組 160 名の参加です． 

 当日は私の天運に掛けて秋雨前線の中での 

晴天日になればと思っています．前回 30 周年 

の時はパソコンなど事務用品を寄贈しました 

が、今回はチャリティーの目玉としまして災害 

用ドローンを送ることになりました．最近テレ 

ビ、新聞等でいつ起きても不思議でない東南海 

地震などの災害に備えての災害対応用ドロー 

ンです． 

ネットでは千円台からありますが市役所と 

  相談した結果 50万程になりますが 1機を贈呈 

  することになりました．皆さんの全員のご協力 

  で成功裏に終われることを願っていますので 

  よろしくお願い致します． 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報発行担当：久志本敦史 


