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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 1633回例会 2020年 6月 16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: 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 

本日も、新型コロナウイルス感染症予防対策にご

協力いただきありがとうございます． 

6 月に入り学校も再開され、駅には学生の姿も多

く見られるようになりました．通勤時間の交通量も

少し増えたような気がします．徐々に平常へと戻っ

てきましたが、まだまだ平穏とは言えません．引き

続きマスク・手洗いうがい消毒などでしっかりと予

防をしていきたいと思います． 

本日は、「クラブ協議会」です．次期事業計画に

ついて、次期会長、幹事、各委員長、後ほどよろし

くお願いいたします． 

皆様、35 周年の記念品は受け取っていただけま

したでしょうか．先週、今週でお渡しをさせていた

だいておりますので、まだお手元にない方は、後ほ

どお声がけください． 

そして来週 6 月 23 日火曜日は、深谷公園環境整

備を行います．今年度最後の活動、そして今年度最

後の例会となります．暑い季節になってまいりまし

たので、各自、熱中症対策などもされてご参加いた

だきますようお願いいたします．また、6 月 13 日

土曜日の事前準備は雨で延期となり、20 日の土曜

日となりました．皆様のご参加をお待ちしておりま

す． 

さて、最終月の６月は「ロータリー親睦活動月間」

です．ロータリアン以外の人が親睦活動月間という

言葉を聞くと、“よし！今月は皆でゴルフや旅行に

行く回数をいつもの倍に増やして「親睦」を深める

ぞ！”というスペシャル娯楽月間と思われるかもし

れません．しかし、ロータリークラブでの「親睦」

を深める方法はそうではありません．確かに、ゴル

フ会や親睦会などのレクリエーション活動も、いつ

も以上に心を開く良い機会であることに間違いは

ありませんが、ロータリークラブとして、親睦を深

める一番の場所は、毎週行われるこの「例会」であ

るべきなのです． 

ロータリークラブは、有用な職業をすべて正業

と考え、上下関係を認めません．そして、属するロ
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ータリアンはすべて対等と考えられています．だか

らこそ、このような出会い方でなければ気軽に話す

ことの出来なかった、この錚々たるメンバーが揃っ

ている中、私のような若輩者を、一年間会長として

受け入れてくれたのでしょう．そして、皆が対等で

あるロータリークラブの例会だからこそ、真の親睦

が生まれるのです． 

 親睦があるが故、時には師となり時には徒となっ

て、互いに切磋琢磨しながら奉仕の心を形成する作

業が可能になります． 

「入りて学び、出でて奉仕せよ」という言葉通り、

この例会に集い、意見、発想の交換を通して学び、

友情を深め、自己を見直し、その結果として奉仕の

心が育つ．その奉仕の心を持ち、それぞれの職場や

地域社会に帰り、奉仕活動を実施する．それが理想

とされるロータリーライフだと言います． 

「親睦活動月間」を、毎週行われる定例例会の重要

さを見直す機会でもあると提案し、今日の会長挨拶

とさせていただきます． 

 

幹事報告         藤野恵子 幹事 

1. 尾鷲ロータリークラブ事務所移転のお知らせ 

（7月 1日～） 

〒５１９－３６１７ 

三重県尾鷲市野地町１２番３７号 

＜電話・FAX＞０５９７－２２－７０３８ 

＜E-mail＞owase-r@az-s.com 

＊電話・FAX・E-mail に変更はありません。 

2. 本日例会終了後、現（15 回）・次期（第 4 回）

合同理事・役員会を事務局において開催いたします。 

 

 

 

委員会報告  

＊ロータリー・一口情報 

  岩崎 透 ロータリー情報・スター委員 

“ロータリーの歴史に学び、 

時流に合わせて行動しよう“ 

皆様ご存知の通り、情報委員会委員長小林さん、

同副委員長の桃井さんが不在となられました．現在

末席の私のみとなりました．淋しくもあり責任を感

じたりして、今日の一口情報の機会を頂きました．

よろしくお願いします．先日加藤パスト会長と、我

がクラブの現況について話をしました．より良い、

より楽しいクラブにしたいという気持ちは、会長幹

事、役員の皆さんをはじめ全員が強く思っています．

又色々な手段があると思いますが、今日は、“愚者は

経験に学び、賢者は歴史に学ぶ”という言葉を思い

出し、我々もロータリーの歴史、クラブの歴史から

学びたいと思いました．今日は我がクラブ全盛期の

頃のクラブの雰囲気について、ご紹介をさせて頂き

たいと思います．勿論、時代の変化による社会的情

緒の変化等、色々ありますが、参考に出来ることを

発見して、より良い方向に、今風に改善し全員でよ

り素晴らしい、楽しいクラブ生活を楽しみたいと思

います． 

mailto:owase-r@az-s.com
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記 

1. 新米の私は、数人の先輩から絶えず言葉を掛け

て頂きました．地区大会などではうろうろして

いると“おい君判っているのか“とか、こっちや

でとか、何せ言葉を掛けていいただきました．

嬉しい想い出で有り、現在でも感謝しています． 

2. 委員会活動では、新米の私は、必ず委員長から

何の用でも引っ張りまわされました． 

必ず来いよとか、うるさかったですが、夢中の

中についてゆきました．食事会、飲み会は、期

末期首は勿論、何かあると引っ張り出されまし

た．会員のご自宅にも何度もお邪魔させていた

だきました．会員のご自宅、奥さんも大概知っ

ていました． 

3. 例会場に来る時間は、ＳＡＡでは１０時３０分

には来ていました．机運びもありましたが、作

業ばかりではありません．例会開始迄の長時間

ワイワイガヤガヤ、ロータリアンに育つ重要な

時間であり、楽しい時間であったと認識してい

ます． 

4. 増強の為に個人宅を訪問するときは、大勢でゆ

きました．全く知らない人の所にも 

“増強に行くんや、一緒に行こ”と引っ張られ、

共に行動しました． 

5. 山掃除などの作業の時は、これは今もそうです

が、事情の許す限り必死に都合をつけ全員が参

加して汗を流しました．楽しい写真が一杯あり

ます．お見せしたいものです． 

6. 先輩が、がみがみ云える社会情勢ではありまし

た．平等といえ、おい、お前でした．私は平気

でしたが、事件もありました．今の社会状況で

は少し無理かなと思います． 

7. それにしても現在の各委員会の結束は、あまり

にも薄い気がします． 

8. コロナのせいで今はＷｅｂ会議の時代に突入

しました．我がクラブもＷｅｂ会議設立委員会

を立ち上げ、先ずは委員会毎の友情を深める一

助としては如何でしょうか．     以上 

＊次期クラブ運営・クラブ広報合同委員会開催に

ついて        勇 理維子 次期幹事 

 6 月 18 日 18:00～徳兵衛にて 

＊7月 14日（火）ＡＧ訪問例会終了後のクラブ

協議会について    勇 理維子 次期幹事 

 例会後開催、各委員長の皆様お願いします． 

第 5回ゴルフコンペについて 

         加藤 稔ゴルフ部会 部会長 

 

6 月 11 日のゴルフコンペは雨で中止しました． 

6 月 18 日三鈴カントリー倶楽部で開催します． 

沖会員よりご挨拶 

出席報告        伊藤義一 出席委員 

正会員 37 名中 21 名出席．出席率：63.63％ 

 

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 

※印：多額 

※沖 俊成：母 ちゑは 97 歳で天国へ行きまし 

た．皆様ありがとうございました． 

※寺田有子：いつも大変お世話になっております． 

  ご無沙汰しております．みなさま、お元気で
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しょうか．まずは、遅くなってしまいました

が、小林さんが亡くなられてしまい、とても

悲しいです．大変お世話になりました、あり

がとうございました．心よりご冥福をお祈り

申し上げます．さて、東京では新型コロナに

よる休業要請が近々全面解除の予定です．た

だ、少なくとも私の周りでは、ほぼこれまで

通り自粛生活を自主的に続ける予定の人が多

いです．ある程度自由に行動していますが、

遠出はせず、また、人と直接会っての打ち合

わせやお食事会/飲み会等はまだほとんどあ

りません．この自粛期間中は、家にいる時間

がとても増えましたので、日本酒の熟成古酒

について学んでみることにしました．例会に

出席できるようになりましたら、この熟成古

酒についてのお話ができれば、と思っており

ます．新型コロナとうまく共存できる方法を

見つけられたら、と思いますが、もしかした

ら例会やゴルフにはしばらく出席/参加でき

ないかもしれません．ご迷惑をおかけいたし

ます．みなさま、引き続きくれぐれもお気を

つけて、どうぞご自愛くださいませ． 

追伸：大変遅くなりましたが、また、最後にな

ってしまいましたが、藤田さん、叙勲、おめで

とうございます． 

服部高宣：沖さん、御母堂様のご冥福を御祈り申し

上げます． 

藤野恵子：沖さん、御母堂様のご逝去、謹んでお悔

やみ申し上げます． 

森 豊：本日、次期事業計画です．各委員長様よろ 

しくお願い致します． 

野間芳実：服部会長、藤野幹事御苦労様で御座いま

した．次週は議会の為、欠席しますので． 

若林忠義：外飯を強要したる孫が 3 ケ月振りに帰っ

て来て二人で飲んだら人間的に成長して嬉し

かったです．5 年間の約束ですがそれまで生き

ていたい！！です． 

世古口弘子：お世話ばかりおかけします．深谷公園

は公務のため欠席申し訳ございません． 

本日のプログラム  

 クラブ協議会 「次期事業計画について」 

 

勇 理維子 次期幹事 

藤野恵子 次期クラブ運営委員長 

 

世古口弘子 次期プログラム委員長 

 

眞弓純一 次期出席委員長 

加藤 稔 次期親睦･家族委員長 

 岸本春雄 次期ＳＡＡ委員 
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田中 通 次期会員維持･増強委員長 

 

河田勝正 次期Ｒ情報･スター委員長 

 

藤田 充 次期職業分類･選考委員長 

川戸広樹 次期クラブ広報委員 

服部高宜 次期奉仕プロジェクト委員長 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

沖 俊成 次期職業奉仕委員長 

藤田 充 次期社会奉仕副委員長 

柴田友美 次期青少年奉仕副委員長 

川戸広樹 次期インターアクト委員長 

 

岸本春雄 次期国際奉仕委員長 

 

柴田友美 次期ロータリー財団委員長 

 

野間芳実 次期米山記念奨学会委員長 

田中 通 次期児童詩コンクール副委員長 

 


