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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 1634回例会 2020年 6月 23日(火) 

例会場: 深谷公園 

例会進行: 柴田友美 ＳＡＡ 

開始: 10：40 終了: 12：00 

点鐘: 会長 服部高宣 

ソング: 四つのテスト  

ソングリーダー: 勇 理維子 会員  

ゲスト：八野就労支援センター様 19 名 

    八野生活介護センター様  3 名 

 

 

会長挨拶          服部高宣 会長 

本日は深谷公園環境整備、花の植栽にご参加いた

だきありがとうございます．昼食には豪華なお弁当

をご用意させていただいております．ご多忙とは存

じますが、どうか最後までご協力いただきますよう

お願いいたします． 

 そして、本日は、今年度の最終例会です．今年度

の会長への就任が決まり、責任と不安が一杯の中迎

えたパスト会長会で、「会長挨拶はロータリーに因

んだ話を盛り込まないとね」と言われ、十分に感じ

ていた責任と不安がキャパオーバー寸前になった

ことを覚えています．それからというもの、例会前

にはその月の月間テーマについて、今までの資料を

読み返したり、インターネットで検索をしたり、と

いう日々でした．１週目 2 週目は、学び直した月間

テーマを意気揚々と話せるのですが、調子に乗って

話尽くしてしまった後の 3 週目、４週目は、月間に

因んだ話を絞り出すのが大変でした．それでも会長

挨拶ではロータリーの話をしなければ！と思い、ま

た検索・・・．そんなわけで、ロータリークラブの

ことを勉強させていただく良い機会を与えていた

だいた一年間でした．  

しかしながら今年度は、新型コロナウイルス感染症

の流行により、異例の 3 ヶ月間の休会で、第 1608

回から第 1634 回までの計 27 回の例会となり、あ

っという間に今日の最終例会を迎えました．35 周

年記念式典は中止となり残念でしたが、計画を立て

てきた何ヶ月間は、皆様への感謝を実感しながら過

ごすこととができた貴重な時間となりました． 

今は、このまま一人たりとも欠けることなく 40 周

年を迎え、この 35 周年の分まで皆様とお祝いが出

来ることを楽しみにしております． 

会長として力不足な私を、一年間助けてくださった

藤野幹事をはじめ各委員長・会員の皆様に支えてい

ただき、こうして無事に次年度へとバトンタッチを
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させていただけることとなりました．皆様への感謝

の気持ちを申し上げ、私の最後の会長挨拶とさせて

いただきます．一年間、本当にありがとうございま

した． 

 

幹事報告         藤野恵子 幹事 

1． 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 

  鈴鹿シティＲＣ：７月２９日（水） 特別休会 

鈴鹿ＲＣ：7 月 1 日（水）／7 月 8 日（水）/7

月 15 日（水）/7 月 22 日（水）/7 月

29 日（水）12：30～鈴鹿商工会議所 

4 階 

※感染防止対策の為 例会へのビジター参加 

はご容赦願います。 

2. 各務ヶ原中央ロータリークラブ（平成元年 3 月 3 日

創立）は、この 6 月 30 日をもって解散されるとのお

知らせが届いております。 

3. 現・次期合同理事・役員会決議報告 

  【2019-20年度（第 15回）】 

 ロータリー財団への寄付の依頼について 

寄付金は会員一人につき 30 ドルとし、IM 余剰

金割戻し金と不足分はクラブより拠出する．承

認 

 35 周年収支決算について 承認 

 【2020-21 年度（第 4 回）】 

 2020-21 年度委員会構成について 

①例会プログラム委員長・・世古口弘子会員 

副委員長・・仲村義昌会員 

②出席委員・・川岸光男会員 追加 

③会員維持・増強委員・・伊藤広海会員 追加 

承認 

 2020-21 年度年間プログラム案について 

① 9/29 会員卓話 河田勝正会員 

② 10/20 夜間例会  

③ 11/10 会員卓話 

④ 12/1 疾病予防と治療月間 

12/8 会員卓話 

12/22 和順学園ふれあいレク 

  上記の変更に加え， 

「6/15 | 年間報告，次期に向けて，地区大会

の報告 | 会長，幹事，会長エレクト」 

とする．承認 

 2020-21 年度収支予算案について 承認 

 その他  

① 感染症対策について 

感染症拡大防止のために例会場に来場できな

い場合は，理事会が認めた会員については，

不来場でも出席の意図があれば出席とする．

寺田会員，追手風会員については 7, 8 月を不

来場での出席とする．承認 

4. 本日、臨時 現・次期合同理事、役員会を開催

します．関係者は作業終了後、事務局へご参集

ください． 

出席報告        伊藤義一 出席委員 

正会員 37 名中 20 名出席．出席率：64.51％ 

 

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：最終例会よろしくお願いします． 

 藤野恵子：至らない幹事でしたが一年間皆様のお

かげで終わらせて頂けました．有難うございま



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

3 
 

した． 

 伊藤義一：服部会長、一年間ご苦労様でした．こ

の一年いろいろと大変でしたネ． 

沖 俊成：服部さん、藤野さん一年間お世話にな 

りました。  

川戸広樹：服部会長、藤野幹事、一年間お疲れ様

でした．有難うございました． 

勇 理維子：一年間お世話になりました．次期も

引き続き呉々もよろしくお願いします． 

玉田 香：皆様お疲れ様です．ぶっ倒れないよう

に頑張りましょう． 

杉崎雅代：一年間お世話になりました．有難うご

ざいました． 

藤井光彦：服部年度、一年間お疲れ様でした． 

衣斐信行：服部会長、藤野幹事、お疲れ様でした． 

岩崎 透：皆様一年間お世話になりました． 

 

本日のプログラム  

  「深谷公園 環境整備」 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


