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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 1627回例会 2020年 1月 21日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ 大ホール 

例会進行: 沖 俊成 副ＳＡＡ 

開始: 12：30 終了: 13：30 

点鐘: 会長 服部高宣 

ソング: それでこそロータリー 

ソングリーダー: 勇理維子会員 

会長挨拶          服部高宣 会長 

本日の例会内容は、ク

ラブ協議会 前期の報

告と後期の予定となっ

ております． 

ガバナー補佐訪問例

会での『上半期の報告』

でもお話をさせて頂き

ましたが、今期は、例年させて頂いている行事を少

しずつブラッシュアップし、35周年記念の行事を、

各会員のご協力のもと粛々と進めているところで

ございます． 

後ほど、各委員長よりお話を頂きたいと思います

ので、よろしくお願い致します． 

 ところで、本日 1月 21日は『ライバルが手を結

ぶ日』だそうです． 

1866年 1月 21日、それまで仲が悪かった薩摩

藩の西郷隆盛と長州藩の木戸孝允が、坂本竜馬の仲

介により手を結んだ薩長同盟に由来しています． 

もともとこの二つの藩は敵同士で、犬猿の仲でし

た．しかし、この二つの藩は、倒幕と言う同じ目的

を持っていたのです．ただの犬猿ではなく、ライバ

ルでもあったのです．同じ倒幕を目指していた二つ

の藩は、日本が一つにならなきゃいけないときに、

内輪でケンカしている場合じゃないだろうと言う

ことで手を結ぶことにしました．分かれていた二つ

のものが一つに結束した日が 1月 21日だったと言

うわけです． 

同じ目的があるもの同士が、ライバルになるのは

よくある話です．そしてそのライバル意識が、切磋

琢磨させる原動力となることもありますが、同心協

力、一致団結に勝るものは無いと思います． 

それとは逆に、もともと一つだったものが二つに

分かれる時、大抵の場合はそこにライバル心が生ま

れ、競い合いが起こるのではないでしょうか．同じ

目的を持っていたはずなのに、どうしても「自分達

の方が優れている」とライバル化してしまう傾向が

あります． 

ロータリークラブは、1952年 7月から、もとも

と一つだったものを、東日本と西日本の二つの地区

に分けると言う事態になりました． 

そんな中、これからも友情を確かめ合い、手に手

つないでいこう、と誓い合った歌がロータリーソン

グの『手に手つないで』です．もう、こんな歌を歌

っていたら、変な仲間割れは出来ません． 
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本来、ロータリーソングを歌うようになったきっ

かけもまた、仲間割れした二つのグループを結束さ

せる為のものでした．1907年、ロータリー誕生後

2年目にポール・ハリスがシカゴロータリークラブ

第 3代目の会長になった頃、些細な意見の相違が次

第に大きくなり、シカゴクラブ内が割れ、出席率も

低下するという事態が起こりました．親睦派と奉仕

派との間に意見が対立し、親睦委員長の医師ウィリ

アム・ネフは、「このままではクラブは崩壊する．

君が毎週立ち上がり、楽しく歌ってこの危機を救っ

てくれ」と印刷屋のハリー・ラグルスに懇願します．

ラグルスが当時流行っていた歌を何曲か音頭を取

って歌って以来、クラブの団欒は甦り、これが何年

も続いて、例会での合唱はロータリーの伝統となっ

たと言われています．  

当クラブも、これからもロータリーソングを歌い

続け、手に手つなぎ、35 周年、40 周年、50 周年

を一致団結した状態で迎えられるよう頑張ってい

きましょう． 

幹事報告         藤野恵子 幹事 

1.当クラブ例会変更

のお知らせ 

2月 11日（火）法

定休日のため休会 

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ＲＣ：2月 19日（水）特別休会 

鈴鹿シティＲＣ：２月５日（水）会場都合の為鈴

鹿商工会議所 

２月２６日（水）職場訪問例会の為チヨダウ 

ーテ(株) 

鈴鹿ベイＲＣ：２月６日（木）／2月 20日（木） 

特別休会 

２月２７日（木）はごろも並木復活大作戦 

の為、鼓ヶ浦海岸 

亀山ＲＣ：2 月 3 日（月）亀山大市反省会の為、

さと亀山店 

2月 10日（月）会場都合のためロータリー 

事務所 

   2月 17日（月）職場訪問例会のため上野ガ 

ス（株）亀山支店 

   2月 24日（月）法定休日のため休会   

3.2020年 1月のロータリーレートは、１ドル 

＝110円とＲＩ日本事務局より連絡がござい 

ましたのでお知らせ致します． 

4.2019-20年度上半期ニコニコボックス費の領 

収書を配布してございます．ご確認ください． 

5.鈴鹿市社会福祉協議会チャリティバザー出品 

物協力依頼ならびにバザー開催についてのご 

案内 

・出品物協力依頼期間：2020年1月27日（月） 

～2月 3日（月）まで 

・受付場所：鈴鹿市社会福祉センター、各地区

市民センター、公民館 

・バザー開催場所：鈴鹿市社会福祉センター 

・バザー開催日時：2020年 2月 16日（日）

10：00～13：00 

6.次週 1月 28日例会終了後、第 10回理事・役

員会を事務局において開催致します． 

 

委員会報告  

＊1月度諸事お祝い 

 【会員誕生日】仲村義昌

会員、小林英将会員、 

寺田有子会員、藤田 充

会員 
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【結婚記念日】伊藤義一・美江子様、杉村吉雄・ 

幸子様、沖 俊成・澄子様、藤田 充・美智子様、 

衣斐信行・朋子様 

 

＊ロータリーの友 1月号紹介  

植田幸嗣 クラブ広報委員 

横書き３Ｐ 

ＲＩ会長メッセージ 

どんな職業であれ、誠実

に、常に「四つのテスト」

に従って働けば、誰もが

世界に大きく貢献できる 

横書き２０Ｐ：日本のロータリー１００周年新たな

１００年に向かって 

横書き２２Ｐ：現場主義を貫き世界で救いを待つ人

のために生きた人・・・・緒方貞子さん 

 

＊鈴鹿・亀山グループ次期会長・幹事打ち合わせ

会報告       森 豊 会長エレクト 

開催日 ２020年 1月

15日 16：30~17:30 

場所  鈴鹿商工会議

所 2階 特別会議室 

出席者 次期ガバナー補佐  

鈴鹿シティ RC  伊藤 素近 

鈴鹿 RC次期会長 清水慎一郎  

次期幹事 安藤 雅夫 

鈴鹿西 RC次期会長 森 豊  

次期幹事 勇 理維子 

鈴鹿ベイ RC次期会長 中野 強  

次期幹事 中村  悟 

亀山 RC次期会長  田中 博之  

次期幹事 森口 喜義 

鈴鹿シティ RC 次期会長 恩田 幹夫 

次期幹事 森下  晃 

GTM実行委員長  村上 道哉 

（敬称略） 

議事内容 グループでの活動について 

  1.おじさん先生を女性の講師も居るので出前 

講座に統一する 

  2.ロータリーデー開催本年度 4月 4日、次年 

   度 4月 3日予定通り開催 

  3.ＩM合同例会を GTM合同例会に変更 

2020年 8月 29日平安閣で開催 

（グループトレーニングミーティング） 

１２：００～お昼１３：００～合同例会 

１4：00～GTMパネルディスカッション 

今回は会長・幹事、ガバナー、AGで各クラブ 

1時間ずつ話し合いをする． 

西 RCは、１０：００～１１：００ 

今回は、最後の懇親会は、御座いません．各会 

長幹事、地区委員、ガバナー、AG等 役員の 

懇親会を「蝶々」でする． 

 

出席報告       杉村吉雄 出席委員長 

 

正会員 38名中 24名出

席．出席率：70.58％ 
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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：本日はクラブ

協議会に各委員さんに

お世話になります．よろ

しくお願いいたします． 

世古口弘子：大寒、暖かくどうなっているのでしょ

う． 

桃井力生：今年も尺八と囲碁とロータリー活動ガン

バローと思いま～す． 

柴田友美：年明けにインフルエンザにかかり、椿例

会を欠席しました．失礼致しました．尚、12 月に

右肩のケガをして手術する場合もあり、しばらくご

迷惑をお掛けします． 

沖 俊成：ゴルフでお世話になりました．ブービー

と 2つニアピン賞ありがとう． 

岸本春雄：新年ゴルフ大会で久しぶりに皆さんのお

陰で優勝させて頂きました． 

田中 通：先日のゴルフ、6年ぶりの自己ベストを

出せました．ちなみに、125です． 

 

本日のプログラム      

「クラブ協議会」   

前期の報告・後期の予定について 

               順不同 

・クラブ運営委員会 

  森 豊 クラブ運営委員長  

  沖 俊成 例会プログラム委員長  

  杉村吉雄 出席委員長 

  勇 理維子 親睦・家族委員長  

  柴田友美 ＳＡＡ委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

・会員維持・増強委員会 

  森 豊 会員維持・増強委員長  

  河田勝正 職業分類・会員選考委員長 

  小林 充 ロータリー情報・スター委員長  

藤井光彦 クラブ広報委員長 
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・奉仕プロジェクト委員会 

   川岸光男 職業奉仕委員 

  奥村隆司 社会奉仕委員長 

  河田勝正 青少年奉仕（おじさん先生） 

田中 通 インターアクト委員長  

  川岸光男 国際奉仕（ＷＣＳ）委員長 

  植田幸嗣 ロータリー財団委員長  

  衣斐信行 児童詩コンクール委員長  

 まとめ：服部高宣会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   米山学友 呉 同生さんからの greeting card 

 

会報発行担当：植田幸嗣 


