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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 1632回例会 2020年 6月 9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 

 

黙祷 故 小林 充パスト会長を偲んで  

会長挨拶          服部高宣 会長 

令和 2 年 6 月 1 日、当クラブ会員の第 21 代会長 

小林充会員がご逝去されました．生前のご厚誼に心

より感謝し、謹んでお知らせ申し上げます． 

通夜及び葬儀告別式は、ご親族の意向により、ご遺

族中心の家族葬にて執り行われるとの連絡を頂い

ておりましたので、皆様へのご報告をご葬儀後とさ

せて頂きました．秋頃にお別れ会を予定されている

とのことですので、また連絡をいただきましたら、

皆様にお伝えをさせていただきます．ご遺族の皆様

のお悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます

とともに、謹んでご冥福をお祈りいたします． 

本日は 3 ヶ月ぶりの例会となりました．新型コロ

ナウィルスという新しい感染症が、「原因不明のウ

ィルス性肺炎」として確認されて以降、武漢市内か

ら中国大陸に感染が広がり、あっという間に世界中

へと拡大していきました．咳やくしゃみで出た呼吸 

 

器飛沫を介して感染すると分かり、世界各地で死亡

例も確認され、日本でも「緊急事態宣言」が発令さ

れました．密閉、密集、密接の「三密」を避け、人

との接触の８割軽減や休業要請が求められ、外出自

粛となりましたが、皆様はどのようにお過ごしだっ

たのでしょうか．リモートアクセスなどを利用した

在宅勤務を導入された企業や、テイクアウトに切り

替えられた飲食店など、様々な変化や対応に追われ

た 3 ヶ月だったのではないでしょうか．世間では、

テレワーク導入による宅勤務で、夫婦で過ごす時間

が増えたが故の「コロナ離婚」や、コロナに対する

危機意識の違いから友情に亀裂が入る「コロナ絶交」

が増加したと囁かれました．しかし、携帯電話での

ビデオ通話などを利用して行う「オンライン会議」

や「オンライン飲み会」などの新しいコミュニケー

ション方法をうまく利用されている方々も増えた

と話題になりました． 

三重県内でも、新型コロナウィルス感染症が 45

例ほど発症しましたが、こうして皆様のお元気そう
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なお顔を久しぶりに拝見できて、とても嬉しく思っ

ております． 

例会再開早々ではありますが、本日は、若林様、

小林様、玉田様、奥村様、河田様に卓話をお願いし

ております．時間に限りはありますが、オンライン

では無い生の声を楽しみにしておりますのでよろ

しくお願いいたします． 

 先日、辻 正敏ガバナーより「国際ロータリー

2630 地区の皆様へ」という動画をお送りいただ

きました．本日の会報にも URL を添付させていた

だきますので、ご覧ください．

（https://youtu.be/ukSsYq-Hi60） 

また、国際ロータリークラブ第 2630 地区の三

重県、岐阜県両県が、新型コロナウィルス感染症

の影響で不足するフェイスシールド 4 万枚を調達

し、両県にそれぞれ 2 万枚を寄贈した記事が、5

月 12 日の中日新聞、岐阜新聞に掲載されました 

またこの寄贈にあたり、国際ロータリー第2630

地区 2019-2020 年度ガバナー事務所 地区代

表幹事の井熊 信行様より御礼のメールをいただ

いておりますので、ご報告を申し上げます． 

長い休会となりましたが、この 3 ヶ月の休会期間

には、35 周年記念式典という今期最大のイベント

が予定されていました．苦渋の決断の末、ご出席い

ただく皆様の健康と安全を第一に考え、非常に残念

ではありましたが中止とさせていただきました． 

しかし、式典はできませんでしたが、鈴鹿西ロー

タリークラブが 35周年を迎えたことにかわりはな

く、非常に喜ばしい出来事であります．この祝事に

あたり、記念品を作成いたしましたので、本日か来

週 6 月 16 日（火）いずれかの例会にご出席いただ

いた際にお渡しをしたいと思っております．久しぶ

りの例会ですし、6 月は是非、皆様のフル出席に期

待しております．そして新型コロナウィルス感染症

がこのまま終息し、以前のように元気いっぱいロー

タリー活動が行える日が来るよう、願っております． 

さて、6 月は「ロータリー親睦活動月間」です．

ロータリー親睦活動は RI の国際奉仕部門における

常設プログラムです．国際奉仕は、「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」であり、ロ

ータリー親睦活動はその一環であります．同じ哲学

や根底にあるロータリーの精神を共有しながら、親

交の輪を広げる親睦活動を世界的規模で行うこと

により、世界に新たな友情を育み、それが奉仕の機

会を増進することとなるのです．これは、年齢、社

会的地位、能力、民族など、あらゆる背景に関係な

く対等な立場で交わることが出来るロータリーク

ラブだからこそ成り立つものだと思います． 

さきほどからお伝えさせていただいております

通り、緊急事態宣言こそ解除されましたが、現在も

まだ新型コロナウィルス感染症が完全に終息した

わけではなく、本日の例会も、感染防止対策として、

手指消毒、マスク着用、スクール形式での配列、換

気などの感染防止対策にご協力をいただいての開

催となっております．しばらくは、身体的距離を開

けた「新しい生活様式」を取り入れた形での活動と

なると思いますが、残すところあと 3 回となった今

期、最終例会では、「深谷公園環境整備」という精

神的距離を縮める素敵な活動を行う予定としてお

ります．昼食には豪華なお弁当もご用意させていた

だきますので、是非ご参加くださいますようお願い

申し上げます． 

 

 

 

https://youtu.be/ukSsYq-Hi60
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幹事報告         藤野恵子 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

＊6月 23日（火）深谷公園において環境整備 

受付 10：30～ 

＊6月 30日（火）特別休会 

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： 

６月１0日（水）１２：３０～１３：１０ 

６月 17日（水）１２：３０～１３：１０ 

６月 24日（水）１２：３０～１３：１０ 

新型コロナウィルス感染症対策のため短縮例会 

鈴鹿シティＲＣ： 

６月１０日（水）１９：００～会場都合・短縮 

例会のため白子ストーリアホテル 

６月１７日（水）１９：００～新型コロナウィルス 

感染症対策のため短縮例会 

６月２４日（水）１９：００～新型コロナウィルス 

感染症対策のため短縮例会 

亀山ＲＣ： 

6月 15日（月）会場都合・新型コロナウィルス感染 

防止対策のためロータリー事務所 

6月 22日（月）特別休会 

6月 29日（月）会場都合・新型コロナウィルス感染 

防止対策のためロータリー事務所 

3.現（第 14回）・次期（第 3回）理事・役員会（5 

月 19日）決議報告 

【2019-20年度】 

 ● 6月の例会について 

6月第一週 2日は臨時休会とし、9日より通常通り 

例会を行う． 

  23 日は最終例会とし、深谷公園花壇整備を行う    

30日は特別休会とする． 

● フェイスシールド募金について・・・保留とする． 

● 深谷公園花壇外枠修理工事について 

   日程の確保及び準備の都合により、次年度に実施 

することにする． 

【2020-21年度】 

● 2020-21年度委員会構成について 

① 業分類・選考委員会委員長・・・桃井力生会

員が 6月末に退会のため藤田充会員に変更． 

② 副幹事について・・・候補者の確認が得られてい

ないため保留とする．                 

● 2020-21年度年間プログラム案について・・・承認 

● 2020-21年度収支予算案について・・・承認 

● ロータリー財団寄付金、米山奨学会特別寄付金を

会費と合わせての徴収について 

   ・財団 ＄150（上期）／1人当たり，・米山 

￥3000（下期）／1人当たり  承認 

● ニコニコボックスについて・・・ 次々年度の検討課題 

とする． 

● 名誉会員（末松則子鈴鹿市長）の継続について 

承認 

4.鈴鹿・亀山グループガバナー補佐 宮﨑弘夫様から会

員の皆様に離任のご挨拶を配布させて頂きました． 

5.津南ロータリークラブ事務局移転のお知らせ 

 ７月 1日より 

〒514-0027三重県津市大門 7-15  都シティ津 

1F  ※電話・ＦＡＸ・メールは従来通り。 

6. 2020年6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． 

7.2019-2020年度活動報告書を、6月 30（火） 

  までに提出をお願いいたします． 

8.次週 6月 16日（火）例会終了後、現（15回） 

・次期（第 4回）理事・役員会を事務局において 

開催いたします． 

委員会報告  

＊2020年会長エレクト研修セミナー／地区研 

修・協議会 修了証書授与 

森 豊会長エレクト 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

4 
 

 

＊3月～6月度諸事お祝い 

 3月【会員誕生日】 

  杉﨑雅代会員、衣斐信行会員、野間芳実会員、 

  沖 俊成会員 

4 月【会員誕生日】 

 桃井力生会員 

5 月【会員誕生日】 

 江藤隆仁会員、岸本春雄会員、久志本敦史会員、

伊藤広海会員、勇理維子会員、奥村隆司会員 

6 月【会員誕生日】 

 森喜代造会員、大泉源之会員、加藤 稔会員、 

 森 豊会員 

3 月【結婚記念日】 

  服部高宣・けい子様、森喜代造・頼子様、 

藤野恵子・輝久様、眞弓純一・由香里様、 

江藤隆仁・早苗様 

4 月【結婚記念日】 

 仲村義昌・千鶴子様、若林忠義・千恵子様、 

鈴木英夫・ゆかり様 

6 月【結婚記念日】 

 岩崎 透・千津代様、加藤 稔・千江子様 

＊ロータリーの友５月・6月合併号紹介 

        川戸広樹 クラブ広報副委員長 

＊6/23 深谷公園花の植栽の案内 

         奥村隆司 社会奉仕委員長 

 10:30 受付､10:40 点鐘～500 本の花植え 

  昼食の豪華弁当は持帰り． 

雨天の場合は商工会議所会場にて通常例会． 

 準備:6/13 枠の修理･今の花の処分と土壌整備 

    9:00～2 時間程度､雨天の場合 6/20. 

 

＊鈴鹿西ＲＣ第 5回ゴルフコンペについて 

          加藤 稔ゴルフ部 部会長 

 6/11 最後のゴルフコンペ 10 名の参加です． 

 

＊次年度に向けての打ち合わせ会議について 

            勇 理維子 次期幹事 

本日13:40より次年度各委員会委員長は打合せ 

会場に残ってください。 

出席報告        杉村吉雄 出席委員長 

正会員 37 名中 28 名出席．出席率：82.35％ 

 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

5 
 

ニコニコボックス報告                   

小林英将 親睦・家族委員 

 

※印：多額            順不同・敬称略 

※世古口弘子：①小林充会員、突然の訃報大変心を

病みました．ロータリーアンとしてもしっかり

全力を尽くされたと信じております．個人的に

もしっかりお世話になり、恩人です．頑張る事

がご恩返しと思いますので皆様にお支え頂け

ることを信じ前向きに進みたいと思います．小

林会員、大変お世話になりありがとうございま

した． 

②久しぶりにお目にかかり嬉しく存じます． 

※藤田 充：4月 29日に瑞宝双光章を受けました．

多くの方々からお祝いやお電話をいただきま

した．誠に有難うございます． 

※大泉源之：久しぶりの例会に出席しました． 

1.森豊さんの 31回目のゴルフでのホールイン

ワンを祝って． 

2.多くの春の叙勲を祝福します．3.今期は終わ

りです．来期に期待します． 

※柴田友美：①小林様のご冥福をお祈りします． 

②右肩のケガの治療中ですので引き続きご迷

惑をお掛けします． 

※岸本春雄：命捨てました．大腸から大出血し、救

急車で運ばれ 99％見つからない出血場所がみ

つかり無事生還しました．お蔭様で 6 キロ痩

せました． 

服部高宣：①久々の例会となりました．皆様お元気

でしたか～．②小林会員、藤田会員叙勲おめでと

うございます． 

藤野恵子：久しぶりの例会です．皆様のお元気なお

顔を観られてうれしいです． 

沖 俊成：皆様お久しぶりです． 

森喜代造：1 年ぶりのご無沙汰です．これからもよ

ろしくお願いします． 

森 豊：小林充様、心からお悔やみ申しあげます．

皆様お久しぶりです．本日例会終了後、次年度委

員長さん、お世話になります． 

奥村隆司：社会人になる時からお世話になって小林

会員がお亡くなりになりさみしい気持ちです．ご

冥福をお祈りします． 

岩崎 透：小林さんの訃報には驚かされました．今

はただご冥福をお祈りします． 

玉田 香：皆様、コロナ禍の中、皆様がお元気そう

で安心しました．また、小林充会員のご逝去に驚

くと共に心よりご冥福をお祈り申し上げます． 

杉崎雅代：小林充さんのご冥福をお祈りします．コ

ロナの完全な消滅の日が一日も早く来ますよう

に． 

眞弓純一：久しぶりの例会出席です．宜しくお願い

します． 

衣斐信行：小林充さんに対しこころからお悔やみ申

し上げます． 

小林英将：久しぶりの例会出席です． 

若林忠義：小林充さんのご冥福をお祈りします． 

岸本春雄：眞弓君を歓迎します．次の例会も顔見た

いので． 

野間芳実：①皆様、お久しぶりです．誕生祝い、有

難うございます．②小林充会員、永い間有難う御

座いました．感謝！！ご冥福をお祈りいたします． 
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伊藤義一：森さん、ホールインワンおめでとうござ

います．3 回目とはすごいですネ！ 

勇 理維子：小林充さん、とっても残念です．本日

例会後、次年度の打合せ会議があります．各委員

長様、宜しくお願い致します． 

 

本日のプログラム 「会員卓話」 

 若林忠義会員 

 
 

傘寿を迎えますので、老後の生き方について自分 

の考え方をご披露したい． 

 私の趣味は多彩ですが自慢できるものは何もあ

りません．お配りした漫画は独学で始めました、そ

の後絵に取り組み油絵に入っていきました。これか

らの生きざまとして、ゴルフと我が人生・酒と我が

人生・絵と我が人生の 3 つの目標をお話しします． 

･･･ として、小林充会員のお話から始まり、ゴル

フのお話しや体をこわされた話、酒や絵画の話など、

20 分お話しいただきました． 


