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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 1638回例会 2020年 8月 4日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 藤井光彦 副ＳＡＡ 

開始: 12：30 終了: 13：40（延長） 

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  

ゲスト：鈴鹿高等学校インターアクトクラブ 

顧問 吉岡一恵先生 永井真由子先生 

インターアクター  

副部長 森下偉然さん 副部長 豊田真子さん 

 

会長挨拶          森 豊 会長 

 

皆さんこんにちは．今日は素晴らしい例会になり

ました．世古口会員のご紹介で歌手の山崎ていじさ

んに入会して頂く事となり本日入会式を執り行う

事になりました．歌手の方に入って頂くのは大変光

栄なことです． 

これからは、仲間ですので皆さん仲良くお付き合い

を宜しくお願い致します． 

大相撲７月場所は例年ですと名古屋場所ですが

コロナウイルスの拡大に伴い東京での場所でした．

遠藤関は最初、心配していましたが千秋楽で 8勝 7

敗の勝ち越しになりました．大栄翔関は 11勝 4敗

で、2桁勝利で殊勲賞を獲得されました．大関にな

るのも早いかも知れません．追手風部屋も頑張って

います．秋場所も頑張って貰えるように応援したい

と思います． 

今日はインターアクターの方、顧問の先生にお越

し頂きましたが、例年ですと韓国派遣に７月末から

何名か行って頂きますが、新型コロナウイルスの感

染拡大につき中止になりました．大変残念ですが、

来年には又再開されるのを期待しています。 

５月に鈴鹿高校の伊藤武摩先生から連絡を頂き

生徒１７名が飲食店、生産者の方に何か役に立てる

事は無いかとご相談を頂きました。商工会議所の飲

食部会で副部会長を仰せつかっていますので私も

参加させて頂き、会議所の 4階のこの場所に生徒数

名、そして顧問の伊藤先生、安田先生、青年部から

1名会議所職員の 4名で話し合いを行いました．そ

の後、鈴メシ６の商品券発売の案内チラシを平田町

駅前で配っていただきました．鈴鹿高校の皆さんに

は日頃からお世話になっています．これからも宜し

くお願い致します． 
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私は鈴鹿市西部地区飲食店組合の組合長も仰せ

つかり、その関係で鈴鹿市職域防犯に所属していま

す．鈴鹿警察署生活安全課からメールでニュースが

入って参ります． 

最近、特殊詐欺被害急増中！と来ました．対策と

して電話に一工夫するのをお勧めしているそうで

す．留守番電話の設定や自動通話録音警告機を設置

して、詐欺の電話を防いでください．犯人からの電

話を受けないことが、被害防止につながります．只

今鈴鹿警察署では自動通話録音警告機の無料貸し

出しを行っています．必要な方は鈴鹿警察署生活安

全課にお問い合わせください． 

私はロータリーを始め奉仕活動を沢山行ってい

ます．数々の役割を頂きまして、自分の仕事よりボ

ランティアの奉仕活動の方が多くなって来ました． 

ロータリーは職業人の集まりの意義、ロータリー

は何をしているグループと聞かれたら、人道的奉仕

団体と答えます．事業、専門職業、地域社会のリー

ダーです． 

自己を成長させる（心を磨く）職業上のメリット

を感じる．自分の事業の発展．職業人の友情、友愛

などの実感できるロータリーのあり方、職業人の集

まりとしての存在意義を提言します．ロータリーを

変えるのはあなた自身 You are Rotary! 

１９６０－６１RI 会長 Ｊ．エド・マックロウ

リン氏 1961年 5月 28日～6月 1日の東京大会の

時の RI 会長テーマ You are Rotary．Live it．

Express it． Expand it．あなたはロータリーです 

それを生かしましょう それを表現して下さい 

それを膨張させましょう 

You are Rotarianではなく You are Rotary あ

なたはロータリーです． 

ロータリーは、おもしろくない！ではなく、あな 

たがおもしろくないのです．皆さん１人１人が楽し 

くなるよう楽しみましょう．PETSの資料から                               

昨日 8月 3日、三重県の感染者数が 20名で、内

５名は鈴鹿市から出ています．その関係かも知れま

んが、２９日の GTMを剱田ガバナーからガバナー

補佐に本日連絡が入り話し合いの結果、中止と決定

しましたと、伊藤 AGから連絡を頂きました． 

 

幹事報告         勇 理維子 幹事 

 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

＊8月 11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：8月 12日（水）お盆休会  

8月 26日（水）⇒8月 29日（土） 鈴鹿・ 

亀山グループガバナー公式訪問 5クラブ合同 

例会・GTMのためコンフェット鈴鹿平安閣 

鈴鹿ベイＲＣ：8月 13日（木）特別休会 

8月 27日（木）⇒ 8月 29日（土）鈴鹿・ 

亀山グループガバナー公式訪問合同例会・ＧＴ

Ｍのためコンフェット鈴鹿平安閣 

 鈴鹿シティＲＣ：8月 12日（水）特別休会  

8月 26日（水） ⇒ 8月 29日（土）鈴鹿・ 

亀山グループ 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 

  ※なお、新型コロナウイルス感染症対策の為、
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ビジター受付ならびに通常例会への参加はご

遠慮ください． 

3. 桑名北ロータリークラブ例会場変更のお知ら

せ 

<新例会場> レストラン ROCCA 

 〒511-0005 桑名市太一丸 22-4  

<電  話>  0594-27-2345 

※2020年 8月 27日（木）より 

4. 第 5回 理事・役員会（7月 28日開催）決議

報告 

＊9月～10月度プログラムについて・・・承認 

＊ロータリー財団寄付（＄150）の摘要レート

変更による差額分の取り扱いについて・・・ 差

額分は雑収入とする 

＊ 鈴鹿・亀山グループ合同ガバナー公式訪問

例会・ＧＴＭ登録料について 

・・・これまで通り半額個人負担 ※会長挨

拶にもありましたが中止となりました． 

＊2021-2022 年度理事・役員候補者につい

て・・・ 資料通り承認 

＊2020年 7月熊本豪雨災害義援金について・・・ 

7/28例会より集金を始める．1人 1000円以上 

お願いする．8/4を最終集金とする．※7/28集 

金分の領収書は配布させて頂いています． 

＊鈴鹿市新型コロナ対策 緊急助け愛募金につい 

て（鈴鹿市社会福祉協議会）・・・検討中． 

＊2020-21年度地区職業奉仕委員推薦につい 

て・・・ 服部前会長を推薦致しました． 

＊その他 

1）35ｔｈエンブレム（付属品含む）の取り扱い

について・・・2回目以降は本人実費負担 

2）今後の例会開催について 

会場配置はスクール形式． コロナ感染の様子

を見る．2つ以上のクラブが休む時は休会する． 

5. 事務局の夏季休暇は、8月 11日（火）～14日

（金）とさせて頂きます．休暇中の緊急連絡に

ついては、幹事 勇 携帯 090-5620-6131ま

でお願いいたします． 

6. 新型コロナウィルスの感染拡大の影響など諸般

の事情を受けて、ガバナー月信は 2020年 8月号

より2021年5月号まで電子版のみの配信となり

ます．地区ホームページよりご覧ください．電子

版をご覧いただけない会員には、印刷版（コピー）

をトレイに配布させていただいております． 

 他に印刷版をご要望の方は事務局までお申しつ

けください．なお、最終号 2021年 6月号につい

ては、冊子版としてお届け頂く予定だそうです． 

7. 地区世界社会奉仕補助金申請書受付について 

【補助金申請受付及び交付決定までの日程】 

第 1回 2020年 8月 31日（月）締切  

同年 10月末日までに交付予定 

第 2回 2020年 12月 25日（金）締切  

翌年 2月末日までに交付予定 

8. 2020年 8月のロータリーレートは、 １ドル＝

105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． 

9. 日本のロータリー100周年を祝う会について 

11月予定の記念式典・祝賀会は翌年 5月に延期

となります．100周年記念の特殊切手が発行され

ます．詳細については資料を回覧させて戴きます． 

 

本日の行事 

【新会員入会式】 

（株）アクティブデイズ 取締役/歌手 

山崎ていじ氏 
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委員会報告 

＊鈴鹿高等学校インターアクトクラブ活動報告 

インターアクト川戸広樹委員長 

＊8月度諸事お祝い 

        加藤 稔 親睦・家族委員長 

【結婚記念日】小林英将・泰永様 

 
 

＊ロータリーの友 8月号紹介 

植田幸嗣 広報副委員長 

 

＊2019-2020年度皆出席者表彰 

伊藤義一 前年度出席委員 

  ※（  ）内通算年数         敬称略 

【ホームクラブ 100％】 服部高宣（4年） 

 【皆出席者】 

伊藤義一（25年） 沖 俊成（11年） 

  森 豊，藤野恵子（8 年）加藤 稔（4 年） 

 
 

出席報告        眞弓純一 出席委員長 

正会員 36名中 24名出席．出席率：80.00％ 

 
 

ニコニコボックス報告      

         森喜代造 親睦・家族委員 

  
 

           順不同・敬称略 

 ※印 多額 

※世古口弘子：①名古屋場所終わりました．遠藤関

勝ち越し、大栄翔 11勝応援ありがとうござい

ます．②山崎ていじ氏、本日から入会させて頂

きます．よろしく． 
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※大泉源之：インターアクトの皆様を歓迎します． 

森 豊：本日、山崎ていじさん入会おめでとうご

ざいます．インターアクトの皆さん、顧問の先

生ようこそお越し頂きました．いつも御世話に

なります． 

 勇理維子：山崎さんの入会おめでとうございます．

歓迎します．鈴鹿高校インターアクトの皆さん

ようこそ．本日、年次総会よろしくお願いしま

す． 

 柴田友美：インターアクトクラブの皆さんようこ

そ！山崎ていじさんを歓迎します． 

 沖 俊成：①山崎様、入会おめでとうございます．

②鈴鹿高校の皆様ようこそお越し下さいまし

た． 

 野間芳実：①山崎ていじ様の入会を歓迎して．②

鈴鹿高校インターアクトクラブの皆様を歓迎

して． 

 川戸広樹：鈴鹿高校インターアクトクラブ「くお

～れ」森下偉然さん、豊田真子さん、吉岡先生、

永井先生ようこそ． 

 眞弓純一：山崎ていじ様の入会おめでとうござい

ます．鈴鹿高校インターアクトを歓迎して． 

 若林忠義：蒸し暑い梅雨が終わったら本格的な夏

が来ました．元気で乗り切りたいと思います． 

 加藤 稔：山崎ていじさん入会おめでとうござい

ます．これからもどうぞ宜しくお願いします． 

 森喜代造：山崎ていじさん、鈴鹿高校インターア

クトクラブの皆さん、顧問の先生方、本日はあ

りがとう． 

 

本日のプログラム  

  「年次総会」 

        会長、幹事、会計、監事 

 

 

 
審議事項 

第 1号議案 2021-2022年度 理事・役員選任の

件 

第 2号議案 2020-2021年度地区職業奉仕委員会

委員選任の件 

第 3 号議案 第 36 期（2019 年 7 月 1 日～2020

年 6月 30日まで）収支決算、会計監査報告の件 

第 4 号議案 第 37 期（2020 年 7 月 1 日～2021

年 6月 30日まで）収支予算（案）の件 

 

会報発行担当 植田幸嗣 


