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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 1637 回例会 2020 年 7 月 28 日(火) 

例会場: オーシャンテラスホテル＆ウェディング 

例会進行: 奥村隆司 ＳＡＡ 

開始: 18：30 終了: 20：00 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング: 四つのテスト  

ソングリーダー: 服部高宣 会員  

ゲスト： ヴィナテリーア タルヤス（資） 

 竹口茂樹様  

 

会長挨拶          森 豊 会長 

 

皆さん今晩は．今日は夜間例会です．オーシャン

テラスの藤井さん、お世話になります． 

先日 7 月 16 日に鈴鹿西プロバスクラブの第 20

回定時総会に勇幹事と共に出席して参りました．先

ずは美味しいお昼の食事を頂きコーヒーまで頂き

ました．メンバーの中には当クラブの仲村さんも会

員でお見えになりました．直前会長の大石さんから

ご挨拶が有り台風とコロナの影響で 3 回例会を中

止したそうです．プロバスクラブは毎月一回の例会

を行い皆で楽しく出来る様に例会をして来たそう

です．今年度の会長は（故）福井隆男さんの奥様、

章子さんです．挨拶では、やはり楽しい例会にした

いと述べられていました．プロバスクラブは三重県

で桑名、四日市、松坂、伊勢、そして鈴鹿の 5 クラ

ブが有り鈴鹿西プロバスクラブは現在２４名の会

員数との事です．８月には、ご挨拶にいらっしゃい

ますので、その節は宜しくお願い致します． 

 

 

先週２１日には、加藤ゴルフ部 部会長のホール

インワンコンペが開催され、鈴鹿インターの近くで

打ち上げが有りましたが敷地内の電柱に雷が落ち

て光と共にバシィと音がしたら停電になり、エアコ

ンも止まりました．厨房では鰻を焼いていましたが

換気扇も止まっているので店中、煙まみれになりま
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したが、この記念日の良い思い出になりました．加

藤さんお世話になりました． 

PETS の記念講演で２６５０地区パストガバナー

の刀根荘兵衛（トネ シヨウべイ）様がロータリー

の変化と未来像＝ロータリーの本質を求めて最近

ロータリーは様々な変化が起きている．この変革の

根底にある考え方が有り RI が示す未来像、変革の

具体的な姿には将来、ロータリークラブはどうある

べきかと述べられています．当クラブも 5 年先を考

え、有るべき姿を見直すべきだと思います．それに

は皆さんのお力が必要です．力を合わせて少しでも

良い方向に進めるようご協力をお願いします． 

先週から GO TO トラベルが始まりました．新

型コロナウイルスの拡大が止まりません．東京、大

阪、愛知県、そして鈴鹿市も増加しています．GTM

の開催、これからの例会は、大丈夫か心配になって

来ます．一人一人が感染しないよう手洗い、うがい、

手指の消毒等、徹底して頂き万全を期していただき

たいと思います． 

本日、タルヤスの竹口様にワインの専門店ならで

はのお話をして頂きますので少しは、ワインの事が

分かるかと思います．その後飲み比べ、食事も行い

ますので 8 時まで、どうぞ楽しんで頂きたいと思い

ます． 

 

幹事報告         勇 理維子 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 

亀山ＲＣ：8 月 3 日（月）15：30～職場訪問   

例会 

    8 月 10 日（月） 法定休日のため休会 

    8 月 31 日（月）⇒8 月 29 日（土）ガ 

バナー公式訪問合同例会・ＧＴＭのため 

コンフェット鈴鹿平安閣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対応のため、

8 月中の通常例会へのビジター参加・ビジター

受付はご容赦願います． 

2. 地区ガバナー事務所よりロータリーカード 

地域コーディネーターニュース（ビデオ） 

第１回「ロータリーカード」についてのご案内

が届いております． 

「ロータリーカード」の概要に関するビデオニ

ュース： 

閲覧リンク：https://vimeo.com/438064815 

カード入会申込み先： 

・オリコ（マスターカード）： 

https://www.orico.co.jp/merchant/rotary/

index.html 

・ダイナースクラブ： 

https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/l

p/rotary/index.html 

3. 次週 8 月 4 日（火）の例会に鈴鹿高校インター

アクトクラブの皆様にお越し頂く予定です． 

ＩＡＣの活動の一環であるペットボトルキャ

ップの回収にご協力いただけます方は当日ご

持参くださいますようお願いいたします． 

4. 2020 年 7 月熊本豪雨災害義援金について、

本日と 8/4（火）の例会において義援金を募

りますので御協力をお願いいたします． 

5. 久志本敦史会員メールアドレスが変更になり

ました． 

（変更後）atsushi-kushimoto@sws.com 

6. 三重県内のコロナウィルス感染者が広がる中、

地域や他クラブの状況を見ながら例会の開催

等に関することを、会長をはじめ理事の皆さん

と協議しながら決めていきます．今現在は通常

通りの開催ですが、出来るだけ、マスクの着用

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F438064815&data=02%7C01%7CKeisuke.Nakai%40rotary.org%7Ca04cfef63ac447cc7ffd08d827a58d1a%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C637302939280526511&sdata=oDmGN3RzA7sv7OpDq%2Fsl6FDcw9%2BcbN%2Fxspyvb5a2%2BaE%3D&reserved=0
https://www.orico.co.jp/merchant/rotary/index.html
https://www.orico.co.jp/merchant/rotary/index.html
https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/rotary/index.html
https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/rotary/index.html
mailto:atsushi-kushimoto@sws.com
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と出入り時の消毒にご協力をお願いします． 

7. 受贈誌：2020-2021 年度活動計画書（四日市

南ＲＣ）     

 

出席報告        眞弓純一 出席委員長 

正会員 36 名中 22 名出席．出席率：75.86％ 

 

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 

 森 豊：本日、たる安 竹口さん、オーシャンテ

ラス 藤井さん、お世話になります．夜間例会 

  楽しみましょう． 

 勇理維子：今年度初めての夜間例会、よろしくお

願いします． 

 藤田 充：夜間例会お世話になります． 

 岸本春雄：藤井さん、今夜はありがとう．ゴルフ

はいつも支払いです． 

 杉村吉雄：久しぶりの出席です． 

 杉﨑雅代：ワイン・・・楽しみに出席させて頂き

ました． 

 世古口弘子：夜間例会久しぶりです． 

 藤野恵子：久しぶりの夜間例会、楽しみたいと思

います． 

 服部高宣：本日は御世話になります．親睦委員長

よろしくお願い致します． 

 岩崎 透：楽しい日を待っていました． 

 沖 俊成：樽安様、本日有難うございます． 

 川岸光男：久しぶりに例会参加しました．よろし

くお願いします． 

 奥村隆司：夜間例会への参加有難うございます．

ワインの飲み比べ、皆さんの正解を期待してい

ます． 

 加藤 稔：ホールインワンコンペ参加有難うござ

いました． 

 若林忠義：樽安さんお世話になります． 

 野間芳実：親睦委員様ご苦労様です． 

 

本日のプログラム  

  「夜間例会」 

 

 

 

タルヤス 竹口茂樹様（右） 

ワインの飲み比べ 
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加藤 稔会員ホールインワン記念コンペ表彰式 

 
 

 

（7/21）         於 琴寿司 

 

 

 

会報発行担当 久志本 敦史 


