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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 1622 回例会 2019 年 12 月 3 日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ 大ホール 

例会進行: 奥村隆司 副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 

会長挨拶          服部高宣 会長 

本日は、地区大会の報告がありますので、出席者

の皆様、後程よろしくお願い致します． 

12 月は、ＲＩの 6 大重点項目の一つである「疾

病（しっぺい）予防と治療月間」です． 

日本は長寿社会となりました．日本人の平均寿命 

は年々記録を更新しており、2018 年には、女性が

87.32歳で世界第 2位、男性が 81.25歳で世界第 3

位と、世界でもトップクラスへと躍進、最近話題と

なる健康寿命も、同様にトップクラスのレベルに達

しています． 

日本は戦後、生活環境が改善され、栄養状態が良

くなり、感染症で亡くなる割合が減りました。また、

母子保健の充実により､乳幼児､新生児の死亡率が

極端に低下したことも、戦後の日本人の平均寿命を

大幅に延ばした要因の 1 つとして挙げられていま

す． 

しかし世界には、現在も数百万人が病気によって

苦しんでおり、基本医療を受けられない人が 4億人

も居ると言われています．その為、乳幼児死亡率も

高くなり、それが各国の平均寿命を下げている原因

の一つと考えられます． 

そこでＲＩは、世界の子どもたちの健康を守るこ

とを目的とし、ポリオ撲滅運動を始めました．1988

年には、世界 125 カ国において年間 35 万症例も

発生していたポリオですが、活動の成果もあり、

2009年には約 1600症例にまで減少、その後も着実

に減少をし続け、2018年には 33症例となりました． 

現在ポリオ常在国は、パキスタン､アフガニスタ

ンの 2か国のみとなり、根絶へ向けた最終段階へと

入ってきていますが、一度は根絶したと思われたナ

イジェリアが再び常在国に加わってしまった年も

あり、ここでポリオ根絶に向けた活動を加速化させ

なければ、これまでの努力が無駄になってしまう恐

れもあると言われています． 

また、ポリオはウイルスが原因で生じる病気です．

通常は汚染された食べ物や水を食したり、汚染され

たものを触った手で口に触れたりすることで感染
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すると言われていますが、世界には 12 億人が不衛

生な生活環境で生活をしています．特に水の問題は

深刻で、開発途上国における病気の 80％は汚水が

原因とも言われています．水問題は、疾病の予防と

して避けては通れない課題です． 

世界のすべての子どもたちが安全で健康な暮し

ができる日が来ることを願いながら、ポリオ撲滅運

動や浄水器の寄贈など、我々も出来る範囲で、グロ

ーバルな奉仕活動に取り組んでいきたいと思いま

す． 

 

幹事報告        勇 理維子 副幹事 

1.当クラブ例会変更のお知らせ 

＊2020年 1月 7日（火）新春例会のため椿大神

社・椿会館 

＊2020年 1月 14日（火）休会 

※1月7日の新春例会については本日案内を配布

してございます。ご確認をお願いします． 

2.第 8回理事・役員会決議報告 

＊12月度プログラムの確認 承認  

 ＊35周年記念式典・祝賀会について 

  2020年 3月 21日 土曜日  コンフェット 

鈴鹿平安閣 記念式典  15：00～16：30 

祝賀会 17：00～19：00 

  来賓者を決定し、来賓者、特別参加者、関係 

者に案内状を近々送付する．祝賀会のアトラ 

クションは、祝い餅つき、獅子舞いとする． 

承認 

＊桑山清和会員について 

   体調不良のため、退会の意向を示されたこと 

   を受け退会書類を提出された時点で承認す 

   ることを決定．承認 

＊その他 1）グローバル補助金 ＃2093095 

＄525 ￥56,700（＠108）を 35周年会計 

   より拠出． 承認 

  2）クリスマス親睦家族例会の演奏者の飲食代 

を親睦委員会の予算で賄う．承認 

3.日本赤十字社三重県支部より、点訳奉仕団支援 

へのお礼と、三重県支部創立 130周年記念大 

会にかかる表彰物品を頂戴しております． 

4.地区ガバナー事務所より、日本のロータリー 

100周年記念バッジについて再度ご案内を頂 

いております．バッジ購入希望の方は、事務局

へお申込みください． 

5.2019年 12月のロータリーレートは、 １ドル 

＝108円です． 

6.事務局の年末・年始休暇は、12/28～1/5まで 

とさせて頂きます．休暇中の緊急連絡について 

は、藤野恵子 （携帯 090-5629-1773）ま 

でお願いします． 

 

委員会報告 

＊12 月度諸事お祝い 

【会員誕生日】河田勝正会員 

【結婚記念日】大泉源之･信子様､田中 通･玲莉様 

＊ロータリーの友 12 月号紹介 

川戸広樹 クラブ広報副委員長 

＊クリスマス親睦家族例会の案内 

勇 理維子 親睦・家族委員長 

 会場：都ホテル四日市 16Ｆラ・メール 

 受付：17：30、例会：18：00～ 閉会：19：45 
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 受付の 17：30より前は 16階に待合の場所があ

りませんので 1階ロビーでお待ちください． 

 

出席報告         桃井力生 出席委員 

正会員 39名中 22名出席．出席率：61.11％ 

 

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 

※小林 充：11月 28日天皇・皇后両陛下に京都 

御所においてご即位の行事にお招きを頂き、行 

って参りましたのでこれも皆さんのお陰、感謝 

しています． 

※河田勝正：女性と言えば家内しか知りません．最 

愛の妻の誕生月とのことです． 

※世古口弘子：①中曽根元首相が逝去され、ご冥福

をお祈り申し上げます．天皇両陛下、大嘗祭の

終了報告．西日本各界代表を京都御所に招かれ

茶会開催．小林会員も参加され、大役果たされ

ました．光栄なこと！②風邪を引き込んでしま

いました．皆様にご迷惑をお掛けしては・・・．

お先にご無礼します．皆様のお元気なお顔を拝

見し、ホッとしました． 

服部高宣：地区大会報告よろしくお願いします． 

本日のプログラム      

「クラブ協議会」地区大会の報告  

２０１９／１１／１６－１７ 

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） 

               順不同 

服部高宣会長：地区大会要覧の第１ページにロー

タリーの目的が記載されていましたので、改めてご

紹介させて頂きます． 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉

仕の理念を奨励し、これを育むことにある．具体的

には、次の各項を奨励することにある． 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること． 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの

にすること． 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また

事業及び社会生活において、日々、奉仕の理念を

実践すること． 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ 

トワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進

すること． 

16 日の大会前に宮崎ＡＧの招集にて、鈴鹿・亀

山グループの会長が集められ、計画されているグロ

－バル補助金を使ったタイ ヤラ－病院への医療

器具の贈呈の件で、国際ロータリー第 3330地区ガ

バナ－代理 パストガバナー ロータリー財団地

域コディネーターのウィチャイ・マニーワチャラキ

エットさんとの打合せを行いました． 

3月後半に第3330地区の地区大会が催されるよ

うで、贈呈式と合わせてお越し下さいとのことでし

た． 

17 日にＲＩ会長代理アドレスとして、ＲＩ会長

代理 朱 健榮氏の宅話がありました． 

その中で公共イメ－ジの大切さを話しの中で、世界
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の人々の 4 割がロータリーについて聞いたことが

無く、4割がロータリーの名前しか聞いたことが無

く､最後の 2 割がロータリー活動を知っている．と

言う事でした． 

ロータリーの奉仕活動をより知って頂く為に、広

報活動は重要な自答であると思いました． 

河田勝正会員：記念講演 倍賞千恵子講師 

ロータリーの枠組みである以上「奉仕」概念を念頭

に置いて聴講す．歌うこと―職業奉仕に通ずるもの

がある．即ち、物質的経済的発展が著しく進むと精

神的側面が遅れる。その穴埋めをするのが芸術であ

り、特に「歌」である．ロータリーとは「自己の職

業を通じて地域社会へ奉仕」することにある以上、

歌とロータリーは相関関係にあると言える． 

川岸光男会員： 

 

岸本春雄会員：私の趣旨としまして、参加するこ

と、おいしい食事と村橋ＰＧに会うことでした．残

念ながら村橋さんは初日に見えていたが、今日は見

えないという事で残念でした．たまたま喫煙場所で

本巣ロータリーの人がいたので、会いたかったと伝

えてほしいとお願いしました．今回の大会は私にと

って思い出に残る大会でした．いつもですとガバナ

ーの話や講演や講評などワンパターンですが、前回

の例会で会長が少し触れていましたが、すごい人に

会って話を聞いて感動しました．その人は郡上八幡

のロータリアンで、プログラムにもなく突然ガバナ

ーの紹介で壇上に現れ、名前は忘れましたが（郡上

八幡ＲＣ 大畑 於左武会員）100 歳と 4 か月の方

で、60 歳でロータリーに入会して 40 年間 100％

の出席でびっくりしました。それだけでなく、その

方の話に感動しました．云われた言葉は忘れました

が、意味としては「争いは双方にとって何のメリッ

トもない」という事でした．現在香港での争いや各

地で争いが起きております。また、個人の争いなど

いろいろですが、どんな争いも正に双方にとって何

もいい事がないという事です．休憩時間に藤野さん

と日向ぼっこをしていたら、その方が近くを車いす

で通られて、とっさに両手で握手をさせて頂き、有

意義で思い出に残る地区大会でした． 

 

小林 充会員： 

 

桃井力生会員： 
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森 豊会員：前日鳥羽でゴルフが有り夜泊まりで

したので直接 11 時 30 分に受付に間に合うよう行

きました．幹事の藤野さんは、何処に居るのかと電

話をしたら、これから桃井さんを迎えに行って向か

います．と言われ亀山ロータリークラブのメンバー

と時間の確認をしたら 13 時 10 分オープニングと

なっていました．急いで鳥羽から走って来たのにガ

ックリでした．仕方がないので、お昼ご飯のオムレ

ツを注文して食べましたが、意外と美味しかったで

す． 

三重大学の吹奏楽団の演奏を聞いて癒されました． 

国歌で大韓民国とタイ大国が反対に演奏されたと

後から説明され、笑ってしまいましたね． 

記念講演の所 功さん、77歳で今までなら後期高齢

者と呼ばれていましたが今年から７４歳までは高

齢者予備軍、７５歳から高齢者、８０歳から純高齢

者９０歳を超えると超高齢者と呼ぶそうです．ロー

タリアンも年齢が高齢化になってきた。その後の内

容は天皇陛下の即位の話などで難しい内容でした．

今年の晩餐会は全員参加で津の新玉亭うな重でし

た．沢山余りましたので、従業員に貰って帰りまし

たら喜んでもらいました．ありがとうございました．

 

 

 

 

 

 

沖 俊成会員： 

 

大泉源之会員： 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
辻ガバナー(左)と 100歳のロータリアン郡上八幡ＲＣの大畑会員 


