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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 1635 回例会 2020 年 7 月 7 日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 奥村隆司 ＳＡＡ 

開始: 12：30 終了: 13：30 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング: 君が代 奉仕の理想  

ソングリーダー: 服部高宣 会員  

 

会長挨拶          森 豊 会長 

 

皆さんこんにちは．いよいよ今日から森、勇年度

が始まりました．まだまだコロナウイルスが収束し

ていません．東京都では五日間 100 人を超えてい

ます．東京から名古屋、鈴鹿にまで感染者が広がっ

て来ないか心配です．又熊本、鹿児島を含む九州で

は猛烈な大雨となり多くの犠牲者が出ています．心

からお見舞い申し上げたいと思います． 

今日は七夕です．保育園等では願い事を書いて笹

に掛けたりしますが私も無事に進めるよう、沈没し

ないように、願いたいと思います． 

昨日は、末松鈴鹿市長の表敬訪問と鈴鹿警察署長

の表敬訪問に勇幹事と植田広報副委員長と行って

参りました． 

 

 

例年ですとこの場に追手風親方初め力士の方々

にお越し頂きまして、ご挨拶、相撲甚句等をご披露

して頂くのですが、新型コロナウイルスの影響で名

古屋場所が東京での開催となり、本日はプロジェク
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ターにてのご参加です．動画の作成には服部直前会

長にお世話になりました．ありがとうございました． 

さて本年度 RI 会長ホルガー・クナーク氏はテー

マをロータリーは機会の扉を開くと定められ、「ロ

ータリーとは、クラブに入会するだけではなく無限

の機会への招待で有る」と述べられています．テー

マ旗の赤はローターアクトです．黄色は RI です．

青はロータリーの連合体になっているのです．私た

ちは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持

続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合

って行動する世界を目指しています． 

チャンスの扉を開けましょう．奉仕の扉を開きまし

ょう．扉の向こうには発展があります．「ロータリ

ーの未来を定義するのは、革新性、柔軟性を持って

行動して下さい」と言われています． 

263０地区剱田ガバナーは今回で 2 回目のガバ

ナーです．「伝統的日本ロータリーの文化を輝かせ、

真のイノベーションへ」とテーマを掲げています． 

8 月 29 日土曜日には GTM（グループトレーニン

グミーティング）が平安閣で開催されますので、剱

田ガバナーは意気込みを持っていらっしゃると思

います．皆様には、大変お忙しいところ恐れ入りま

すが、たくさんのご参加を宜しくお願い致します． 

来週はガバナー補佐がお見えになります．例会終

了後クラブ協議会も合わせて有りますので、各委員

長の方にはお世話になります． 

今月 28 日の夜間例会は、ワインの知識をヴィナ

テリーアたる安様にお願いをして少しお話をして

頂き、その後ワインの飲み比べも行い楽しい例会に

したいと思っています． 

今年度は、本当に幹事、委員長、会員の皆様にお

世話になりますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願

い致します． 

報告事項 

1.クラブ細則第 3 条第 1 節により、7 月 14 日（火） 

11：00 より事務局において 2021-2022 年度理

事・役員候補者の指名委員会を開催いたします。 

指名委員会のメンバーは、直前 3 期の会長，現会

長・幹事，会長エレクト・副幹事です。 

宜しくお願い申し上げます。 

2.今年度のテーマバッジを皆さんのメールボック

スへ配布してございます。 

 

幹事報告         勇 理維子 幹事 

 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

＊7 月 21 日（火）休会 

＊7 月 28 日（火）18：30～オーシャンテラス

ホテル＆ウェディングにおいて夜間例会 

 ※本日、夜間例会の案内を配布してございます。

参加の可否を事務局までお知らせください． 

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 

鈴鹿ベイＲＣ： 

７月９日（木）会場都合のためパルフェ 

 ７月２３日（木）特別休会 

 ※新型コロナウィルス感染症予防の為、７月２日

（木）、１６日（木）、３０日（木）通常例会へのビ 

ジター参加はご容赦願います。 

（注）近隣ロータリークラブは新型コロナウィルス
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感染防止対策のため当面の間ビジターの受

付は行っておりません． 

3. 2020-2021 年度会員必携を配布してございま

す． 

4. 2020-2021 年度上半期会費納入について 

金額   ￥  136,200 

内訳 通常会費（2020 年 7 月－12 月）￥120,000 

  ロータリー財団寄付金（＄150 相当）￥16,200 

  振込先 百五銀行 平田町駅前支店  普通預金 

206775 鈴鹿西ロータリークラブ 

振込期間 2020 年 7 月 1 日～7 月 15 日 

5. 臨時 現・次期合同理事、役員会決議報告 

＊35 周年収支決算について： 

今年度の積立金 50 万円に加え、30 周年記念の

余剰金 87,510 円を 40 周年記念のための積立

金とする．2018-19 年度積立金 40 万円は一般

会計に繰り入れることとする． 

＊会員候補者について：山崎禎次（ていじ）様 

関連項目：芸術  職業分類：芸能 

＊その他 

① 次年度プログラムの入替 

9/15  親睦・家族例会  ⇒  夜間例会 

10/20  夜間例会 ⇒ 親睦・家族例会 

6. 2020-2021 年度ガバナー事務所開設のご案内 

〒506-0011 岐阜県高山市本町１－２飛騨信 

用組合本町サテライト出張所３F 

電話番号：（0577）32－2630ＦＡＸ：（0577） 

36－１488 Ｅ－mail：2021@rid2630.jp 

執務時間：10：00～16：00（土・日・祝日

休務） 

7. 2020-2021 年度地区大会事務所開設のご案内 

〒506-0011 岐阜県高山市本町 1-2 飛騨信用

組合本町サテライト出張所 3 階 

電話番号：只今準備中につき後日ご報告いたし

ます 

ＦＡＸ：0577-36-1488 

E-mail：2021taikai@rid2630.jp 

執務時間：10：00～15：00（土・日・祝日休務） 

8. 2020-2021 年度ガバナーエレクト事務所開設

のご案内 

〒516-0037 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 6-21 

三和ビル 3 階 

電話番号：（0596）65-7281 ＦＡＸ：（0596）

65-7282 

Ｅ－mail：2122@rid2630.jp 

執務時間：10：00～16：00（土・日・祝日休務） 

9. 次週 7 月 14 日（火）は、鈴鹿・亀山グループ 

伊藤素近ガバナー補佐訪問です。 

例会終了後、理事・役員・委員長によるクラブ

協議会（約 1 時間）が予定されております．委

員長欠席の場合は必ず代理をお願いいたします． 

10. 新会員推薦通知 

被推薦者：山崎禎次（ていじ）氏 

勤務先：（株）アクティブデイズ  

津市西丸之内 8-17 

役職名：取締役・歌手 

推薦者：世古口弘子会員 

職業分類：芸能 

※異議のある方は、7 日以内に書面でもって理

事会に通告してください． 

11. 2020-2021 年度鈴鹿・亀山グループガバナー・

会長・幹事懇談会・ガバナー公式訪問合同例会・

ＧＴＭ開催のご案内 

1. 開催日：2020 年 8 月 29 日（土） 

2. 会場：コンフェット鈴鹿平安閣 

3. タイムスケジュール： 

11：00～14：20 ガバナー・会長・幹事懇

mailto:2122@rid2630.jp
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談会 

出席要請者：会長・幹事・クラブ研修リーダ

ー 

   14：30～15：20（受付 13：30）ガバナー

公式訪問合同例会 全員参加 

   15：30～16：40 ＧＴＭ 全員参加 

  4. 登録料：5,000 円 

12. 2020-21 年度インターアクト活動計画書およ

び活動報告ＣＤを地区より拝受いたしました． 

13. 2019-2020 年度下半期分ニコニコボックスの

領収書をメールボックスに配布してございま

すのでご確認ください． 

14. 2020 年 7 月のロータリーレートは、 １ドル＝

107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． 

15. 本日例会終了後、2019-2020 年度第 16 回理

事・役員会を事務局にて開催いたします。 

16. 受贈誌：2020-2021 年度事業計画書（鈴鹿シテ

ィＲＣ、津北ＲＣ、津ＲＣ、亀山ＲＣ、鈴鹿Ｒ

Ｃ）、日赤三重県点訳奉仕団機関誌    

 

本日の行事 

新・旧会長・幹事の引継 バッジの交換 

 

委員会報告 

＊7 月度諸事お祝い 

加藤 稔 親睦・家族委員長 

 

【会員誕生日】柴田友美会員 

 

＊ロータリーの友 7 月号紹介  

久志本敦史クラブ広報委員長 

  

 ＊ゴルフ取切り戦の報告 

2019-20 年度加藤 稔ゴルフ部会会長 

 
 

 ＊2019-20 年度年間出席率表配布について 

伊藤義一 2019-20 年度出席委員 

 

出席報告        眞弓純一 出席委員長 

正会員 36 名中 25 名出席．出席率：75.75％ 

 

ニコニコボックス報告      

         若林忠義親睦・家族副委員長 

           順不同・敬称略 

 ※印 多額 

※鈴鹿・亀山グループ 2019-20 年度 
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ガバナー補佐 宮﨑弘夫：新年度を迎えおめで

とうございます．昨年度は大変御世話になりま

した．新しい年が貴クラブ様の益々ご発展され

る一年でありますよう、またクラブ会員ご一同

様のご安全を心より祈念申し上げます．今年度

も変わらぬご指導をよろしくお願い申し上げ

ます． 

※河田勝正：①服部直前会長、藤野直前幹事、一

年間御苦労様でした．②森会長、勇幹事の前途

を祝して． 

※大泉源之：①森年度スタートよろしく．②加藤

さんのホールインワンを祝ってかつての経験

もありパーティのみ参加しますのでよろしく． 

※森 豊：①今日から一年間皆様には色々と御世

話になります．御協力の程よろしくお願い致し

ます．②ゴルフ取切り戦スコアは悪かったので

すが、ハンディにはまって優勝しました． 

※若林忠義：①森豊会長、勇理維子幹事、よろし

くお願い致します．時々失言をする私ですが、

親睦家族委員として頑張りますのでよろしく

お願い致します． 

※加藤 稔：森・勇丸の船出おめでとうございま

す． 

※世古口弘子：森会長、勇幹事、一年間ご苦労様

です．服部パズト会長、藤野前幹事、後半コロ 

ナで発揮して頂けず残念でした．これからも宜

しく．親方からのお祝いメッセージ見てあげて

下さい． 

勇理維子：一年間宜しくお願い致します．ついに

始まってしまいました．微力ながら一生懸命務

めて参ります． 

服部高宣：森・勇年度いよいよです．がんばって

下さい！ 

藤野恵子：森会長、勇幹事一年間どうぞよろしく

お願いします． 

岩崎 透：森・勇年度よろしくお願いします． 

森喜代造：新会長！一年間よろしくお願いします． 

柴田友美：森会長、勇幹事年度を祝して！今日は

七夕・・・あいにくの天気です．皆様ご自愛く

ださい． 

奥村隆司：6/23 花壇整備への御協力ありがとう

ございました．森会長、勇幹事宜しくお願いし

ます． 

沖 俊成：森・勇年度のスタートを祝して．加藤

さん、ホールインワンおめでとう． 

 

本日のプログラム  

  「追手風部屋の方々をお迎えして」 

世古口弘子会員 

 
 

 

追手風直樹親方 

 
 

会報発行担当 久志本敦史 


