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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 1619回例会 2019年 10月 29日(火) 

例会場: 深谷公園 

例会進行: 沖 俊成 副ＳＡＡ 

開始: 10：10 終了: 10：30 

点鐘: 会長 服部高宣 

ソング: 奉仕の理想 

ソングリーダー: 勇 理維子会員 

ゲスト：八野就労支援センター・八野生活介護セン

ター様 雨天のため不参加 

         

会長挨拶     服部高宣 会長 

本日は、深谷公園の植栽の日です．あいにくの天

候となり、少し肌寒くもありますが、本日は花壇植

栽よろしくお願い致します． 

当クラブは、2006 年 10 月より「グリーンプロ

ジェクト」と名付け、この公園の整備、植栽を開始

し、2013 年からは、環境整備全般をとり行ってお

ります．昨年度は、花壇の外枠の修復作業や、時計

台の設置も行いました．また、毎年春と秋には、年

に 2 回の花壇整備を行っております．そして本日が

その花壇整備、今年度の第一回目となります． 

この公園は、近隣の住民の方はもちろん、ペット

やお子様とご一緒に、遠方からお車に乗って来られ

る方も多く、皆様に親しまれている公園です．そん

なたくさんの方が、憩い、親しむ公園をおもてなし

する植栽となりますよう頑張りたいと思います． 

また、国土交通省、都道府県、市町村では、地域

住民の緑化意識の高揚を図るため、毎年１０月を

『都市緑化月間』と定めているそうで、都市緑化の

普及や啓発のため、公園等の整備の推進に関する

様々な活動が、全国各地で実施されています．テー

マは、「ひろげよう 育てよう みどりの都市」だ

そうです． 

本日の活動を「ひろげよう 育てよう みどりの

深谷公園」と称し、『都市緑化月間』に貢献できる

よう頑張りたいと思いますので、皆様、ご協力をよ

ろしくお願い致します． 

 

 

 

幹事報告        勇 理維子 副幹事 

1. 当クラブ例会変更について 

11 月 5 日（火）の例会は休会です。次回は 11

月 12 日（火）となります。 

  内容は、財団月間に因んで外部講師の卓話です。 
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2. 12 月 17 日（火）都ホテル四日市においてのク

リスマス親睦家族例会の出・欠連絡が未だの方

は、事務局までお知らせください。 

11/12 の例会より会費の集金をいたします。 

3. 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ＲＣ：11 月 20 日（水）→ 11 月

16 日(土)・17 日(日) 地区大会参加例会の

ためサオリーナ・メッセウィングみえ 

11 月 27 日（水）紅葉狩り例会のため長

野県 昼神温泉方面  

  亀山ＲＣ：10 月 28 日（月）⇒ 1 日（金）創

立 28 周年記念例会のためイルテルノ 

    11 月 4 日（月）法定休日のため休会 

11 月 25 日（月）⇒16 日・17 日地区大 

会参加のためサオリーナ・メッセウイング 

みえ 

4. 第 7 回理事・役員会（10/8）決議報告 

 11 月度プログラムの確認ならびに

12 月～1 月度プログラムについ

て・・・承認 

 ク リ ス マ ス 親 睦 ・ 家 族 例 会

（2019.12.17）について・・・概

ねの流れを決定し、承認 

 2019年 9 月台風 15号災害義援金

協力について・・・1 人 500 円を

会費より拠出することに決定 承

認 

  5. 第 7 回日台ロータリー親善会議福岡  

大会のご案内  

日時：2020 年 3 月 6 日（金） 

  10：00 登録 14：00～開会・ 

  式典 16：00～記念講演  

17：30～懇親晩餐会  

場所：ホテルニューオータニ博多 

登録料：ロータリーアン 22,000 円 同伴

者 10,000 円 

登録締切：2019 年 11 月 29 日（金） 

6. 津ロータリークラブより、日赤三重県支部点

訳奉仕団への資材贈呈についての報告書を

頂きました． 

7. 受贈誌；第 42 回インターアクト年次大会報

告書 

 
 

 

委員会報告 

＊第 2回地区ロータリー財団研修（補助金管理）

セミナーの報告・・・森 豊会長エレクト 

日時 令和元年 10 月 19 日  

10 時 30 分受付 16 時 30 分終了 

場所 ホテルグリーンパーク津 

内容 地区補助金のあらまし 

   出席する事が絶対条件 

   11 月末までに MOU の参加資格規定・覚書 

を必ず提出 

   災害支援基金が出来ました 

   VTT ヴォケーショナル トレーニング チ 

   ーム 

   職業研修チームを派遣する 

   ポリオ撲滅運動がポリオ根絶運動になりま 

した 
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その他の内容は、事務局に御座いますので、 

ご覧ください。   

    

 

 

出席報告             出席委員会 

正会員 39 名中 22 名出席．出席率：64.70％ 

本日のプログラム      

「身障者自立支援プロジェクト～花壇整備と  

植栽」      奥村隆司 社会奉仕委員長 

  雨にも関わらず、ご参加いただきありがとうご

ざいます。本日の作業は雨天ということを考慮し、

植栽については一部のみと致します。なお、花壇

の修繕に関しては下期で実施する予定です。 

作業の工程については、花壇にてご説明します。 

 

 

作業風景 

 
 

  

 
 

 
 

作業完了（１０月３０日） 

  
 

 
 

  
 

ご協力いただいた会員の皆様ありがとうござい

ました。 

 
 
 

 
 
 

 

会報発行担当：奥村隆司 


