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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 1639回例会 2020年 9月 29日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 服部高宣会員 

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: 山崎ていじ副ＳＡＡ  

 

会長挨拶          森 豊 会長 

皆さんこんにちは．8 月 4 日から新型コロナウイ

ルスの拡大に伴い例会の休会をせざるを得ない状

態でみなさんとお会い出来ないのが非常に残念で

した．ようやく第 2 波も落ち着いてきましたが、鈴

鹿市ではクラスターが発生して厚生病院で 69名の

感染者数．介護施設では 20 名の感染者数が出てい

ます．第 3 波が又、年末にインフルエンザと同時に

発生するような話も出ていますが、本当に勘弁して

欲しいものです． 

政治では安倍総理が潰瘍性大腸炎のため辞職さ

れ新たに菅総理になりました．非常に支持率も高く

期待感が有ります．それぞれの大臣が頑張っていま

す．ロータリーで言えば各委員長さんに当たるので、

これからも宜しくお願い致します． 

ゴルフでは東海クラシックレディースが２０日

に決勝が有りまして、東浩子選手と古江彩佳選手の

プレーオフで、プロ初優勝 古江彩佳選手 20 歳が

勝利を決めました．そして今凄い人が出て来ました．

笹生優花選手１９歳、ものすごい飛距離の飛ばし屋

で一緒にプレーしている人が男子とプレーしてい

る感じと言っていました．８月１６日の NEC 軽井

沢７２で優勝しました．飛距離は 260～300 ヤー

ドとよく飛びます． 

それで相撲ですが９月場所では遠藤関が膝に水

が溜まり手術するため休場となり残念ですが、その

分初入幕の翔猿が見せてくれました．１１勝２敗で

貴景勝に惜しくも破れて、千秋楽も惜しくも正代に

負けましたが、本当によく頑張りました． 

９月１３日にテニスの大坂なおみ選手が全米オ

ープンで優勝 2 冠目達成しました．今までとは違っ

たトレーニングをしたそうです．私も今何もしてい

ないので、ゴルフのためにトレーニングした方が良

いと思っています． 

 今日で奥村会員が家庭と事業所の関係で退会さ

れることになり、最後の例会となります．奥村さん

はロータリーには大変ご協力頂き本当に残念です

が、これからもお仕事と家庭を大事にして頂き、鈴
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鹿西ロータリークラブのゴルフコンペには参加す

るとの事ですのでお付き合いの程宜しくお願い致

します． 

あと大泉会員が８月１３日に自宅で倒れて腰椎

圧迫骨折で中央病院に入院中と連絡が有りました．

この会場でも転倒されていましたので、何度か転倒

したのが原因みたいです．今、小山田温泉病院の空

室待ちで、空き次第リハビリに入るそうです．残念

ながらコロナの関係で家族の方も面会出来ないと

の事ですので我々も行く事が出来ません．大泉さん

が転倒した時に杉崎さんも手首を骨折され、痛い思

いをされました．お見舞いにお伺いさせて頂きまし

たが、逆に勇幹事と２人にお土産を頂きました．そ

の節は有り難う御座いました． 

今日は話題が多すぎてロータリーの内容までた

どり着く事が出来ないかもしれませんが、河田会員

の卓話と岩崎会員の貴重なお話しを期待していま

す．どうぞ宜しくお願い致します． 

 

幹事報告         勇 理維子 幹事 

1.当クラブ例会変更のお知らせ 

◇10 月 20 日（火）秋の親睦・家族例会 

◇10 月 27 日（火）環境整備のため深谷公園 

◇11 月 3 日（火）法定休日のため休会 

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：9 月 30 日（水） 12：30-13：15 

短縮例会 

鈴鹿シティＲＣ：9 月 30 日（水）19：00-19：45 

短縮例会 

※新型コロナウイルス感染症対策の為、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.第 6 回 理事・役員会（8 月 18 日開催）決議報

告 

＊9 月例会について・・・承認 

＊2020 年 7 月福岡豪雨災害義援金について・・・

9/29（火）例会において募る． 

＊奥村隆司会員の退会について・・・9 月 30 日

付け承認 

＊杉﨑雅代会員のお見舞いについて・・・承認 

＊地区役員(職業奉仕)委嘱状の件・・・承認     

4.第 7 回理事・役員会（9 月 15 日開催）決議報告 

＊10 月度プログラムの確認および 11 月度例会 

について・・・ 承認 

＊植田幸嗣会員の退会について・・・ 慰留する 

 ＊ＣＮＳインターネット接続環境等の光化工事

について・・・承認 ＣＮＳワイヤレスプラン 

とする 

＊公共イメージ向上マスクについて・・・今回は見 

合わす   

5.熊本豪雨災害義援金協力のお礼と報告が、地区ガ

バナー事務所より届いております．災害義援金 

合計金額 ￥2,522,988 

6.本日、2020 年 7 月福岡豪雨災害義援金を募りま

すのでご協力をお願い致します． 

7.2020年9月のロータリーレートは、 １ドル 106

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． 

8.10 月 17 日（土）開催のロータリー財団研修（補

助金管理）セミナーは中止となりました． 

9.2020-21 年度地区大会事務所電話番号のお知ら 

 せ 電話：0577-32-1166ＦＡＸ：0577-36-1488 

10.2019-2020 年度活動報告書が出来上がりまし
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たので配布してございます． 

11.地区ガバナー事務所より不審メールについての

注意喚起のお願いが届いております． 

 

本日の行事 

【退会挨拶】 

  奥村隆司会員 

委員会報告 

＊委嘱状授与 

2020-21年度地区職業奉仕委員会委員 

              服部高宣 会員 

 
 
 

 
 

＊9月度諸事お祝い 

        加藤 稔 親睦・家族委員長 

【会員誕生日】世古口弘子会員，植田幸嗣会員，

川岸光男会員，服部高宣会員，藤野恵子会員，

藤井光彦会員，伊藤義一会員 

 

＊ロータリーの友 9月号紹介 

川戸広樹 クラブ広報委員 

＊深谷公園 環境整備（10/27）について 

         小林英将 社会奉仕委員長 

出席報告        眞弓純一 出席委員長 

正会員 37 名中 19 名出席．出席率：65.50％ 

 

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 

※杉﨑雅代：例会での手首の負傷で森会長さん、勇

幹事さんにお見舞いにお忙しい中を来て頂き

ありがとうございました． 

※山崎ていじ：歌手活動が少しずつ出来てきていま

す．早く元の状況に戻ってもらいたいです！！ 

奥村隆司：今月末で退会となります．入会からこ

れまで大変お世話になりました． 

岩崎 透：お久しぶりです．よろしく． 

 森 豊：奥村さん、今までお世話になりました．

河田さん、岩崎さんの卓話楽しみにしています．

よろしくお願い致します． 

世古口弘子：コロナでまいってしまいます．でも、

久しぶりにお目にかかれ嬉しいです． 

森 喜代造：久しぶりの開催ありがとうございま

す． 

本日のプログラム  

「会員卓話」 

 

＊ロータリー 一口情報 

岩崎 透 情報委員会副委員長 

情報委員の岩崎でございます．５分間情報というこ

とでお話をさせて頂きます．早速勉強しようと、ロ

ータリー情報のハンドブックを持ってきましたが

結局、このような小難しいのは、極力新しい指導者
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の方々にお話を頂こう、と思って止めました． 

今日は、現在のロータリーの職業奉仕委員会の現

況を捉えて、経営の立場から考えよう、と思います．

現在、職業奉仕委員会は、RI にはありません．2630

地区にはあります．当クラブにもあります．RI の

職業奉仕活動に対する基本姿勢は、メンバーの皆さ

ん！個々に頑張りなさい、です．RI は、もっと世

界の貧困対策等に力を入れます、となっているよう

に思います．日本の当地区は、職業奉仕はロータリ

ーの哲学で有り、根幹である．揺るがせに出来ない

として、委員会を作り、傘下のクラブにも作らせ、

会員にその考え方を、アピールしなければならない、

として力を入れています．当クラブの情報委員長 

河田氏は、各ロータリークラブは、RI に繋がって

いるのだ．だから RI が言っていることを正しいと

しなければならない、と言います．さて、私は、職

業奉仕無くして、ロータリーは無い．職業奉仕の理

念は、ロータリー活動の根幹であり、会員はそれを

確り意識して、自分の企業活動の基本に置かなけれ

ばならない、と考えています．こういう現況です．  

然し、一つになって仲良くやりましょう！と仲良

くやっているのが、ロータリーです、という話です． 

因みに：この情報ハンドブックには、職業奉仕

「Vocational Service」とは、事業及び専門職務の

道徳的水準を高め、品位ある業務は、すべて尊重さ

れるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に

携わる中で、奉仕の理念「超我の奉仕」を実践すべ

きである、と確り書かれています． 

行動は、違っても理念が、きちんと置いてあるから、

一つに纏まっています． 

違うことを考えている事を含めて、全部ロータリー

です．考え方の器が大きいのです．理念があるから

です．目的が素晴らしいからです．経営に、理念の

大切さと、目的の大切さ、心の鷹揚さの重要性を、

強く感じます．我々の経営の糧にすべきと思います． 

以上 

 
 ２０２０～２０２１情報委員長 河田勝正 

はじめに 

ロータリーとは何か？――を今一度、会員の皆さんと考

えたい．私の卓話が果たして必要なものか、今回のウイル

ス休暇が続くなか、「不要不急」で自粛に該当するものかど

うか、である． 

令和２年２月に始まり、３月、４月、５月は(０回)

例会が休みとなり、６月 23日（前年度の）最終例会を

迎えるに至った。その間、毎回研修リーダーとしてまた会員

選考、職業分類委員長としての立場の卓話を毎回考え

ていた、という現状がある． 

一、個別的具体的展開(其の一) 

――研修リーダーとしての立場―― 

① クラブ研修リーダー(Club Trainer) 

 クラブ会長エレクトは、次年度中に、クラブの研修プランを

監督するクラブ研修リーダーを１名任命してもよい．クラブ

研修リーダーの任期は１年であり、連続で就任できる任期

は３期までとする．クラブ研修リーダーは、すべての研修ニ

ーズが満たされるようクラブ理事会および各種委員会と協

力し、また、支援とアイデアを得るために、地区研修委員

会、クラブを担当するガバナー補佐、地区ガバナーと協力

しなければならない． 

②クラブ研修リーダーの役割 

 ＲＩは各ＲＣに「クラブ研修リーダー」(Club Trainer)

の任命を推奨している．目的は、クラブレベルのロータリー
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研修を強化・充実することにある．研修リーダーは、個々

のロータリアンの自主性を高め、活性したロータリアンが多く

なり、各クラブが活発なロータリー活動ができて行くためのき

っかけ作りをする役目を果たすものとされている． 

③クラブ研修リーダーの任務 

１．会員のニーズを調査する． 

２．クラブ会員が何をすべきか決めるために、クラブ目標を

分析する． 

３．上記２つの責務を遂行する目的で、研修を企画す

る． 

４．新会員オリエンテーションを実施するために、会員増

強委員会と協力をする． 

５．会員候補者を教育するために、会員増強委員会と

協力する． 

６．全会員に組織的な教育を提供することを目的として、

毎週のプログラムを計画するために、クラブ（管理）運営

委員会と協力する． 

７．募金活動や財団への寄付について会員を教育する

ために、ロータリー財団委員会とともに活動する． 

８．クラブ会員がロータリーとは何かを説明できるようにす

るため、クラブ広報委員会と協力する． 

９．次期指導者が地区研修のために準備を整えられるよ

う協力する． 

 

二、個別的具体的展開(其の二) 

――会員選考・職業分類委員長として―― 

①委員会または、構成担当の目的方針 

●職業分類 

各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉

仕に従って分類されるものとする．職業分類は会員の会

社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業

活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認め

ている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉

仕活動の種類を示すものとする． 

●職業分類および会員に関する一般原則 

 クラブは、職業分類の慣行を慎重に考慮し、現在の事

業、専門職務、職業、および社会奉仕の環境に合わせる

ために必要な場合は、職業分類の解釈を拡大すべきであ

る． 

 

②事業報告 

●職業分類調査 

地元の職業を反映したクラブにするために、ロータリーで

は、会員の職業または専門分野を「職業分類」と呼んでい

る．クラブにさまざまな分野や業界の会員がいれば、多様

な才能を結集して地域で幅広い活動ができるだけでなく、

異業種のネットワークも広がる．また、以前はなかったよう

な新しいタイプの職業にも目を向け、クラブに新しい視点や

考え方を取入れることも大切である． 

●会員選挙手続 

 会員が、入会候補者を理事会および／または会員増強

委員会に推薦する．または、ほかのクラブが、そのクラブか

ら移転する会員もしくはそのクラブの元会員を推薦する． 

 理事会は、３０日以内にこの候補者の入会を承認また

は拒否し、その候補者を推薦した会員にその決定を通知

する． 

●会員選考委員会 

 会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、

その人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適

格性を徹底的に調査しなければならない．そしてすべての

申し込みに対する委員会の見解を理事会に報告しなけれ

ばならない． 

 地域社会における有力者(稼業や専門職業の最高責

任者)のみが必ずしもロータリークラブ会員になれる十分な

条件でないことなどの点は常に考慮される． 

 

おわりに 

 米山梅吉先生、いわく．ロータリーの「例会」は、「人生

の道場」であり、人の生きる道を思索し、行為を律する場

である． 

 然し、今回のコロナ休会の前では、むなしい言葉である．

ロータリーの三大権利＝義務の一番目「例会」の休会は、

それを放棄するものと言えるのではないだろうか． 

 第二次世界大戦の戦時中でも、各地で名称を変え、

例会を開催したことを、先輩諸氏や文献にて記載されしこ

と、聞き及んでいる． 

 新型コロナウイルス感染症拡大による閉塞感を和らげ、

さらにはロータリーのビフォー、アフターを充実したるものに再

構築すべきと思考する． 
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小林英将会員 

 
 昔、草花をつくっていた頃のお話。ハウス 3 棟 3 万本前

後のパンジーやビオラ。小売の他大阪や豊明の市場に出

荷していました。豊明の市場には出荷以外に仕入れもして

いました。競りのなど･･･。 

 

 

▪杉﨑雅代会員のお見舞い（8/22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報発行担当：川戸広樹 

 


