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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:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
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 1616 回例会 2019 年 9 月 14 日(土)

も、ここオ－シャンテラスさんで例会なのですが、

例会場: オーシャンテラスホテル＆ウェディング

現地での例会で開催となった様です．我がクラブも

例会進行: 岸本春雄副 SＡＡ

最初は現地での例会とさせて頂きましたが、何より

開始: 18：30 終了: 21：00

も余りの人混みと暑さのため、涼しくまた美味しい

点鐘: 会長 服部高宣

料理やお酒を飲みながら鑑賞出来るオ－シャンテ

ソング: 我らの生業

ラスさんにて開催させて頂いております．藤井会員

ソングリーダー:

に感謝です．

勇 理維子会員

ゲスト：伊藤美江子様、岩崎千津代様、川岸悠衣様、 今年も 3 尺玉の花火やスターマインをはじめ、
小林泰永様、千真君、尚生君、大泉信子様、 4000 発の花火を、この素晴らしい環境から楽しむ
杉﨑 緑様

ことが出来ると言うことですので、贅沢な時間をお

（順不同）

楽しみください．

会長挨拶 服部高宣 会長

先日の 35 周年記念チャリティーゴルフ大会、お 9 月は基本的教育と識字率向上月間となっており
疲れ様でした．インタ－シティミ－ティングの 3 日 ます．我がクラブでも、川岸年度の時に WCS の補
後 と言う 事

助金を活用して、「ネパール山岳部識字率向上プロ

で 、何か と

ジェクト」として、柴田会員にネパール ラムチェ

気 忙しい 中

村に文具等を届けさせて頂きました．まだまだ世界

で の準備 と

には、学びたくても学べない子ども達がいますので、

な りまし た

引き続き何らかの支援が必要だと思います．

が 、加藤 ゴ

先週は、三重県北部では大気の状態が不安定になり、

ル フ部会 長

四日深夜から五日未明にかけて、記録的な大雨に見

や 岸 本 35

舞われ、防災メ－ルが鳴りまくる中、冠水や浸水、

周年記念実行委員長と、会員皆様のご協力のおかげ また落雷の被害などもありました．皆様のご自宅や
で、無事に終えることが出来ました．心より感謝い 職場は大丈夫だったでしょうか．千葉県では、１週
間以上にもわたり停電や断水をしている所もある

たします．

本日は、今年度 2 回目の親睦・家族例会、鈴鹿げん ようです． 9 月は台風シ－ズンです．被害を最小
き花火大会です．例年ですと他のロ－タリ－クラブ 限にできるよう、建物の中や外での備えを再度確認
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して頂ければと思います．

10 月 30 日（水）特別休会

今年の暑い夏も過ぎ朝晩は比較的過ごしやすい 3. 2019 年 9 月のロータリーレートは、 １ドル＝
季節となって来ました．疲れが溜まっているであろ

106 円とＲＩ日本事務局より連絡がございまし

う体をいたわりながら、本日は素敵な花火に思う存

たので、お知らせいたします。

分癒されましょう．

幹事報告

4. 鈴鹿ベイロータリークラブより、鈴鹿・亀山グ
ループ 5 クラブ合同例会・ＩＭ参加の礼状を頂戴

藤野恵子 幹事

しております．

1.当クラブ例会変更のお知らせ


9 月 17 日（火）
・24 日（火）は祝日を含む週

また、鈴木一作ＰＤＧがＩＭの講演の中で紹介

につき休会

されました「ロータリーの心得」
（田中毅２６８

です。次回

０地区ＰＧ翻訳）の冊子をご所望の人はお取り

は、10 月 1

寄せいただけるとのことです．1 冊 500 円

日（火）と
なります。
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：9 月 5 日（木）ＩＭ慰労夏季親
睦例会のためミルク
9 月 12 日（木）
会場都合のためホテルグリーンパーク鈴鹿
9 月 19 日（木） 特別休会
鈴鹿ＲＣ：10 月 9 日（水）秋の会員家族親睦旅
行のためスイスホテル南海大阪となんばグラ
ンド花月
10 月 30 日（水）特別休会
亀山ＲＣ：9 月 16 日（月）法定休日のため休会
9 月 23 日（月）法定休日のため休会
鈴鹿シティＲＣ：10 月 2 日（水）会場都合のた
め鈴鹿商工会議所
10 月 9 日（水）会場都合のため白子ストーリ
アホテル
10 月 23 日（水）会場都合のため白子ストー

出席報告

リアホテル

正会員 39 名中 22 名出席．出席率：64.70％
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ニコニコボックス報告

本日のプログラム

小林英将 親睦・家族委員
※多額

親睦・家族例会

順不同・敬称略

「鈴鹿げんき花火大会」

今年で 6 回目を迎える

※大泉源之：①西クラブ 35 周年記念ゴルフコンペ

三重県内有数の「鈴鹿

大会参加者及び

げんき花火大会」が開

手伝ってくれた

催され、約 4000 発の

クラブの会員、ご

花火が夏の終わりの鈴

苦労様でした．

鹿の夜空を彩りました。

②今日の親睦花

海に浮かぶ船の上から打ち上げられる、色とりど

火大会御世話になります．

りの花火。

服部高宣：藤井さん、本日は御世話になります．
藤野恵子：花火楽しみにしています．親睦さん、
藤井さん、御世話になります．

この花火大会は、鈴鹿市を元気にしようと市民の
有志が集まって始めたもので、年々花火の数を増や
したり、花火玉を大きくし

加藤 稔：35 周年チャリティーゴルフ大会、御

たりして、パワーアップし

協力ありがとうございました．

ています。

岩崎 透：親睦の皆さん、御世話になります．

今年は、連続で発射され
沖 俊成：げんき花火で皆様元気になりましょう．
る「スターマイン」が去年
柴田友美：花火例会よろしくです！
より豪華な仕様になりまし
川岸光男：本日は白子の花火へようこそ．9 月は
た。
伊勢湾台風より 60 周年です．
フィナーレでは、東海地区最大級という 3 尺玉の
森 豊：本日、オーシャンテラス藤井さん、親睦
花火が打ち上げられ、約 600 メートルの花が夜空
勇さん御世話になります．
に開くと大きな歓声が上がっていました。
杉﨑雅代：娘も参加させて頂きました．
野間芳実：今夜も素晴らしい場所（オーシャンテ
ラス 5Ｆ）で花火が見られる事に感謝します．
勇 理維子：花火を楽しみながらいい時間を過ご
したいと思います．よろしくお願いします．

会報発行担当：植田幸嗣
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