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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 1617回例会 2019年 10月 1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：鈴鹿高校インターアクトクラブ 

    顧問 助田友希先生 

インターアクター 

荒堀芹奈様、小河七菜実様            

会長挨拶     服部高宣 会長 

 

今月は、米山月間です． 

米山記念奨学会は、日本 

が世界に誇るロータリー 

活動です． 

勉学、研究の為に日本に 

在留している私費外国人留学生に対し、奨学金を支

給し、支援する奨学財団ですが、その奨学金は、日

本全国のロータリアンからの寄付金が財源となっ

ております． 

2018-2019年度の寄付金は、約 14億 1,150万

円と、前年度に比べ 1.6％減、約 2,220万円の減少

となったそうです．ただ、予算額の 13億 5,000万

円は無事に達成することが出来たと言うことです

が、寄付額を地区別でみると、2630地区は非常に

少額な上、前年度よりも減少していると言うことが

分かりました． 

来週は、米山奨学会委員長の川戸広樹会員に卓話

をお願いしておりますので、2019-2020 年度は、

この誇れるロータリー活動への意識を高めていき

たいと思っております． 

 さていよいよ、本日から消費税が 10％に引き上

げられます．3％に始まり、5％、8％と、これまで

何度か経験をしてきた消費税の改定ですが、今回の

改定では、軽減税率制度により、「品目によって税

率が違う」と言う、新しい制度が導入されます． 

飲食業界では、テイクアウトの場合は 8％の軽減

税率が適応される一方、店内飲食の場合は 10％の

標準税率が適応となり、増税後の節約志向の高まり

から、外食離れを招きかねないとして、価格設定の

工夫を凝らしている企業が多いようです．その為、

大手牛丼チェーンや大手ハンバーガーショップな

どでは、税込価格を据え置くことで本体価格を実質

値下げする企業や、テイクアウトと店内飲食の税込

価格を統一する企業、券売機での対応を踏まえて価

格を統一しスピード感を維持する企業など、チェー

ンごとの対応の分かれも見られます． 

またそれと同時に、インボイス方式も導入され、

区分記載請求書を使用することとなりますが、この

新たな 2 つの制度の導入により、皆様の職場でも、
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これまでとは異なる対応や準備なども必要だった

のではないでしょうか．あらゆる業種に影響があり、

細かなルールへの対応が必要となってくる今回の

消費税改定ですが、しばらくの間は多少の混乱もあ

りあそうです．  

先程お話させて頂いた 2630 地区の米山奨学会

の寄付金も、今年度は、消費税のように 10％ほど

増額し、国際交流の懸け橋となる学生の支援に少し

でも多く役立てることを願います． 

幹事報告     藤野恵子 幹事 

 

1.当クラブ例会変更のお知らせ 

10月 15日（火）祝日を含む 

週につき休会 

10月 22日（火）法定休会 

10月 29日（火）深谷公園に 

おいて、花壇修復作業および 

植栽など 

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：10月 3日（木）特別休会 

  10月 10日（木） ＦＩ開催につきホテルグ 

リンパーク鈴鹿 

  10月 17日（木）友愛の広場 慰労懇親会のた 

め「わがや」 

   10月 24日（木）特別休会 

亀山ＲＣ：10月 14日（月）法定休日のため 

休会 

3.第 6回理事・役員会決議報告 

・35ｔｈチャリティーゴルフ大会会計報告に 

ついて 承認． 

・地区大会について・・・ガバナー・AGより 

会員の 65％程度の出席要請が来ているため、 

数名の増員をお願いする. 

・2019年 8月 九州北部豪雨災害義援金協力 

について・・・クラブ負担とし、500円×39 

人分を送金する． 承認 

・出前職業講座 講師依頼について・・・10/7 

（月）創徳中学へ 2名の講師派遣依頼があり、 

野間青少年奉仕委員長より選任頂く． 

・グローバル・グランツについて・・・クラブ 

の担当者は会長とし、1,000US＄を拠出する．  

承認 

・その他 

＊桑山会員について・・・紹介者の加藤会員が 

現状確認をする． 

＊深谷公園の花壇柵の劣化のため、次回の植え 

替え時に新しく作り直す． 承認 

4.三重県インターアクト協議会開催について 

日時：2019 年 11 月 3 日（日）受付 9：30 

点鐘 10：00 閉会 15：00 

場所：ばんこの里会館 

登録料：ＲＣ会員 2000円／1名 

顧問教師・インターアクター1000円／1名 

5.2019年 10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.第 23回すずかフェスティバルの結果につい 

て報告書を頂戴しております。 

7.四日市北ロータリークラブより創立 60周年 

 記念誌（ＤＶＤ）を頂戴しております。 

8.次週 10月 8日（火）例会終了後、第７回理・ 

役員会を事務局において開催いたします． 

本日の行事 

第 3600 地区韓国インターアクト交換交流派遣 

帰国報告 

鈴鹿高校インターアクトクラブ 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

3 
 

顧問 助田友希先生 

荒堀芹奈・小河七菜実インターアクター 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

委員会報告 

＊9月・10月度 諸事お祝い 

【9月会員誕生日】世古口弘子会員、植田幸嗣 

会員、川岸光男会員、服部高宣会員、藤野恵子 

会員、藤井光彦会員、伊藤義一会員 

【10月会員誕生日】鈴木英夫会員、玉田 香会員、

眞弓純一会員、若林忠義会員 

  

【9月結婚記念日】勇理維子会員 

【10 月結婚記念日】奥村隆司・比呂美様、野間芳

実様、川戸広樹・一美様、杉﨑雅代様、植田幸嗣・

照子様、岸本春雄・ひとみ様、伊藤広海・康子様、 

久志本敦史・澄子様、河田勝正・艶子様 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

＊ロータリーの友 9月号紹介 

      植田幸嗣 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・・・河田勝正会員 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

出席報告      伊藤義一  出席委員 

   
 
 

 

正会員 39名中 20名出席． 

出席率：58.82％ 

 

 
 
 

ニコニコボックス報告 

      岩崎 透 親睦・家族副委員長 

         

※多額    順不同・敬称略 

 ※河田勝正：最愛の妻との結婚 

記念日を忘れていました． 

 ※桃井力生：今年の夏はセミが 
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うるさいほどに泣いていたと 

おもったら、庭の隅のキンカンの樹にセミの

抜け殻がキンカンの実に負けじとばかりに

実の横に抜け殻がなっている．また、今日の

朝は毎年カラスに狙われていたスズメたち

は今日はにぎやかに電線や屋根で鳴いてい

ました． 

  服部高宣：鈴鹿高校インターアクトの皆さんよ

うこそ！ 

  藤野恵子：鈴鹿高校インターアクトの皆様よう

こそお越し下さいました．お誕生日祝ありが

とうございます． 

世古口弘子：お久しぶりです．今日お話しをす

る事の苦手な卓話．何のお話が出来るか？よ

ろしくお願い致します． 

若林忠義：①最低のチーム力で阪神がクライマ

ックスシリーズに出場できること②私が今

年は駄目と思っていた一水会に入選しまし

たこと． 

野間芳実：鈴鹿高校ＩＡＣの助田先生、小河さ

ん、荒堀さんをお迎えして．・若林さん、一

水会入選おめでとうございます． 

岩崎 透：若林さん、一水会入選すごいですね． 

  

本日のプログラム                          

「会員卓話」 

         川岸光男会員 

  

 

 

 

 

 

 

「生涯感謝」     世古口弘子会員 

 

 私の人生は 

波乱万丈でした． 

その中でおごら 

ない事、人に感謝 

を忘れない事を学 

ばせていただきま 

した．まだ 主人 

が大学病院で勤務 

していた頃、学長 

や教授の奥様方が、 

裏方としてご主人を支えておられる姿を後ろ

から勉強させていただきました． 

私の父は教育委員長を長年務めており、母は

「白牡丹」というレストランを経営しておりまし

た． 

多忙な主人の代理で会合等に出席させていただ

いた折に世古口さんはレストランの娘さん・・・

とヒソヒソ話が聞こえ、心を痛めたこともござい

ましたがこれも精神修養と気持ちを切り替えま

した． 

そして主人が開業し病院の仕事は女性ばかり

２０人、こじんまりした職場でしたが、看護師さ

ん、事務員さんそれぞれの考え方をまとめ上げて

の職場創りも大変でした．そんな中、ある方から

「女性 10人使えたら、男性３０人は使えますよ」

というお言葉を頂き本当に有難い事でした．大学

病院の勤務医時代に学ばせていただきました奥

様方の働き、内助の功を心に留め、この方たちが

居るからお仕事が回るのだと感謝の気持ちと奉

仕の精神の大切さを学びました．人の役に立つこ

と、そのためには自分自身を変えることも大事で

した。そんな中で転機が訪れました．名張市の特



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

5 
 

別養護老人ホーム国津園の建設です．規模も大き

く、初めてのことでしたし一人で出来る訳もなく 

小林充会員に中に入っていただき創設すること

ができました．未だに忘れられない経験も沢山ご

ざいました．坂口力先生はお医者さんで選挙のお

手伝いをさせて頂きました．皆様に助けていただ

きながら、自分を信じて下さるためには自分から

心を開かなければならないと気付きました．勘違

いと、おごりは人にあらず！ 上手な言葉で言っ

て頂いても自分の立ち位置を忘れてはならない．

皆様に協力を頂きながら自分で開いてきた道で

す． 

振り返ってみれば苦労の連続でしたが こうし

て皆様と関わり合い奉仕の精神に努め最近は心よ

り感謝を致す日々を過ごしております． 

 最後に 2019年、2020年ガバナー公式訪問 五

クラブ合同例会出席に昔から存じ上げておりまし

た辻ガバナーの卓話、また基調講演 鈴木一作様の

卓話も大変素晴らしく心に響きました。「職業奉仕

は、森である」最善の経営方法により継続的利益を

生む職業を通じて社会への奉仕．人との出会いに親

睦を育み、経営を学び、社会へ奉仕を実践する事が

「職業奉仕は森」を育てることに繋がるのだと思い

ました．素晴らしい例会であったと感謝の気持ちで

いっぱいでございます．ご清聴ありがとうございま

した． 

 
 

 
 
 

 

会報発行担当：奥村隆司 


