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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 1625 回例会 2019 年 12 月 24 日(火)

ましたように、協力してくれる家族に感謝する月間

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ 大ホール

が家族月間だと思っていましたが、どうやらそれだ

例会進行: 岸本春雄 副ＳＡＡ

けではないようです．
1995～96 年度、ハーバート・ブラウン会長は、

開始: 12：30 終了: 13：30
点鐘: 会長 服部高宣

「世界平和は地域、家族から始まる」との考えを表

ソング: 四つのテスト

明したことが『家族月間』の始まりとなりました．
そもそもロータリークラブの『家族』の定義とは、

ソングリーダー: 勇理維子会員

「ロータリアンの配偶者、子供や孫、その他の親戚
はもちろん、ロータリー財団の学友、ロータリー地
域社会共同隊、インターアクター、ローターアクタ
ー等々、ロータリーに関係する全ての人」を含め『家
族』としています．そしてこの『家族月間』の意義
とは、「ロータリアンにプロジェクトや活動、行事

会長挨拶

を通じて家族と地域社会への献身を示すとともに、

服部高宣 会長

クラブおよび地区はロータリー家族委員会を設置

本日は、今年最後、そして上期最後の例会です．
平成から令和へと年号が変わったこの記念すべき

し、適切な会員の退会防止プログラムの実施が奨励
される。」ことにあるとされています．

年に、僭越ながら会長を務めさせて頂くこととなり

“会員と、その配偶者や子供、親戚、ロータリー

早や半年が経ちました．また今年度も、親睦・家族

クラブが定義する全ての家族に対する家族的な心
委員の方々にお世話頂き、湯の山温泉山頂での例会、
配りや善意の行動” が、さまざまな考えを協力的
鈴鹿げんき花火大会での例会、クリスマス例会など
に分かち合い、会員を増強し、退会を防止し、組織
も行われ、会員のご家族の皆様にも多数ご参加頂き
を強化し、更に人道的奉仕活動を発展させることに
ました．私達ロータリアンが、こうして奉仕活動に
よって、社会の信用を得、活力ある豊かなロータリ
専念できるのは、気持ち良く送り出してくれる家族
ーの発展に繋げることとなると言うことだそうで
のおかげだと日々感謝しております．
す．
ロータリー暦で 12 月は家族月間です．先程述べ
ロータリークラブは、組織として機能的、効率的
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であるだけではなく、人付き合いとしては友好的で

受付 14：00 式典 15：00～

家族的に繋がっているべきであり、結果的に、その

祝賀会 17：00～19：00（終了予定）

ことが退会防止に繋がり良いクラブを作るのです．
『家族間』のような小さな平和も、広がれば世界

場所：コンフェット鈴鹿平安閣
※案内文書を配布しておりますのでご確認く

平和へと繋がっていくと言う壮大な考えから始ま

ださい．

ったこの家族月間の年末に、このクラブの皆様や、
家族や会社の仲間など、まずは身近な方々へ、今年

4.2019-20 年度下半期会費納入について
金額 123,000

一年の感謝をし、2019 年最後の会長挨拶とさせて

内訳：通常会費 ￥120,000

頂きます．

米山記念奨学会特別寄付 ￥3,000

また来年も変わらぬご指導を頂きますようよろ

振込先：百五銀行

しくお願い致します．

平田町駅前支店

（普通）

206775 鈴鹿西ロータリークラブ
振込期間：2020 年 1 月 1 日～1 月 15 日

幹事報告

藤野恵子 幹事

※本日納入通知書の文書を配布してございま

1.当クラブ例会変更のお知らせ

す．なお、会計処理の都合により 1 月に入っ

12 月 31 日（火）特別休会

てからお振込みをお願いいたします．

2020 年 1 月 7 日（火）椿大神社参拝，新春例会

5.鈴鹿ベイロータリークラブより、2019-20 年

のため、椿大神社・椿会館

度鈴鹿・亀山グループＩＭ報告書が届きました

当日は、8 時に本殿・御祈祷受付の広間にご集合

ので配布してございます．

ください．8：30～御祈祷，椿会館に移動して例

6.第 2740 地区（長崎県・佐賀県）のガバナー事

会となります．

務所より、九州北部豪雨災害支援のお礼と報告

2020 年 1 月 14 日（火）休会

を頂戴しております．

2.鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変更

7.本日例会終了後、現・次期合同理事・役員会を

のお知らせ

事務局において開催致します．

亀山ＲＣ：2020 年 1 月 6 日
（月）
⇒10 日（金）
新年例会のためあんぜん文化村（ロイヤルルー 委員会報告
ム）
1 月 13 日（月）法定休日のため休会
1 月 20 日（月）会場都合のためロータリー事
務所
1 月 27 日（月）⇒25 日（土）亀山大市参加の
為亀山大市会場
3.当クラブ創立 35 周年記念式典・祝賀会のご案
内
日時：2020 年 3 月 21 日（土）
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加藤 稔ゴルフ部会 部会長
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出席報告

伊藤義一 出席委員

本日のプログラム

正会員 39 名中 22 名出席．出席率：62.85％

「会員卓話」

順不同

柴田友美会員：

ニコニコボックス報告
岩崎 透親睦・家族副委員長

順不同・敬称略

服部高宣：今年最後の例会を迎える事が出来まし
た．あと、半期宜しくお願いします．
久志本敦史：今年 1 年ありがとうございました．

衣斐信行会員：ルンピニロータリークラブについて

来年もよろしくお願いします．1 月の女子ラ

姉妹提携は 1996 年のアジア大会がバンコクで

グビー応援よろしくお願いします．

開催されたパーティ会場でした．以降ルンピニ

川岸光男：皆様由お年をお迎えください．
玉田

香：皆様いつもお世話になっております．

した．

本日は 5 分の卓話を頂きお話を聞いて頂き

＊タイ北部のクンコンの学校建設（小林会員たち

ます．どうぞよろしくお願い致します．
勇

と現地を訪問しました）

理維子：クリスマスパーティーではお世話に

＊奨学金事業

なりました．有難うございました．
沖

RC を通じてタイに様々な国際貢献を行ってきま

＊中古自転車を送る

俊成：クリスマス例会飲み過ぎたので反省し

＊井戸を掘る事業を応援

てます！！

＊浄水器を寄付

世古口弘子：急用のため早退します．申し訳ござ

（住友電装様にも応援していただく）

いません．

＊交換学生事業

岩崎 透：都ホテルでのクリスマス家族例会、勇

などです．

ルンピニ RC にはニコンさんというボスがいて、こ

さんによりますと、野原先生も「幸せな時間

の人は近畿大学に留学していました．また、バンコ

でした。」と、ご満足のようとかお聞きしま

クで印刷会社を立ち上げた前田さんは近畿大学の

した．
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後輩になり、ニコンさんが前田さんをルンピニ RC 藤野恵子幹事：
に誘いました．ですから、日本語のできる人がいる
こともあり、姉妹提携が順調に発展してきました．
また現会員では岸本会員がバンコクの夜の世界や
ゴルフを通じて前田さんとなかよくなり、より一層
ご縁が深まってきました．
交換学生事業は地区を通さない鈴鹿西 RC 独自の
事業です．会員必携を見ていただくとわかりますが、
ルンピニ RC から 14 人鈴鹿西 RC に、鈴鹿西 RC 森
から 6 人がルンピニ RC を訪れました．皆さんの個
人的なお付き合いはわかりませんが、私は 2003 年
4 月 4 日から 5 月 4 日まで鈴鹿に来たギャオちゃ
ん、エーちゃんと今でもお付き合いしています．
エーちゃんは名古屋大学に留学していた経歴が
あり、日本語能力 1 級で今はバンコクでピアノの先
生をしています．バンコクに行くと会ったりします．
またギャオちゃんは本名はマニサ・バンサンサデと
いい、その後 2004 年 3 月から愛知万博が開催され
た 2005 年 3 月まで 1 年間名古屋の日本語学校に
留学して今も家族でお付き合いしています．もちろ
んお父さんはルンピニのパスト会長です．ギャオち
ゃんも含めて家族で日本には年に 2 回から 3 回は
来られて、毎回名古屋とか鈴鹿の我が家まで会いに
来てくれます．最近はこう言ったお付き合いが薄く
なってきたので寂しい限りですが、こういった交流
が鈴鹿西 RC の活性化に寄与したことは間違いない
と思います．
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豊会員：

