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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 1647 回例会 2020 年 12 月 1 日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4階 大ホール 

例会進行: 衣斐信行 副ＳＡＡ 

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．今月は疾病予防と治療月間と

なっています．本来の予定は、名医の卓話をお願い

していましたが、コロナ禍で今の状況では出来なく

なりました． 

今日は、田中会長エレクトによる会員維持・・増強

について時間をお取りする事にしましたので宜し

くお願い致します． 

我が鈴鹿西ロータリークラブは昭和 60年・ １９

８５年）3 月 27 日に創立され、大先輩の方々によ

って発足されました．初代会長は故、福井隆男さん

でした．会員数は５０名でスタートして、５年後１

９９０年６月末では５９名の会員数でした．更に１

０年後の１９９５年６月末は６１名、１５年後２０

００年６月末は５９名、20 年後２００５年６月末

は５３名、２５年後２０１０年６月末は４４名、３

０年後２０１５年６月末は４３名、３５年後、２０

２０年６月末は３６名、そして今現在は３７名とな

っています．一番多い時には６１名の会員数が有り

ました．これから１０年後の２０３０年には、この

クラブは存在しているでしょうか？最重要課題で

有ります． 

会員維持・・増強をしなくては、滅んでしまいます．

特に今、新型コロナウイルスの拡大で全世界でも同

じ悩みを掲げていると思います． 

先日、地区ガバナーから会員維持・・増強の為に缶

バッジが送られて来ました．地区から缶バッジにつ

いて、付けている人が少なく配布されている事すら

知らない人が居るとの事です．今、付けている人、

何名の方が付けていますか？退会防止を皆様１人

１人が重みを感じ、１人でも退会が無いよう意識高

揚の目的で作られたそうですので、是非とも付けて

頂くようお願い致します． 
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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 

鈴鹿ＲＣ：12 月 2日・ 水）・・9日・ 水）・・16日

 水）12：45～13：30新型コロナウイ 

ルス感染防止対策の為、短縮例会 

 12月 23 日・ 水）・・12月 30日・ 水）特別

休会 

鈴鹿シティＲＣ：12 月 2日・ 水）・・9日・ 水）・・

16日 水）新型コロナウイルス感染拡 

大防止の為、短縮例会 

12月 23日・ 水）クリスマス例会のためオー

シャンテラス  

   12月 30 日 水）特別休会  

鈴鹿ベイＲＣ：12 月 10 日 木）・12 月 24 日

 木）・12月 31日 木）特別休会 

 ※新型コロナウィルス感染防止対策の為、例会へ 

のビジター参加・・ビジター受付はご遠慮ください． 

2. 第 9回理事・役員会 11月 24日開催）決議

報告 

＊12 月度プログラムの確認ならびに 1 月度プロ

グラムについて 

◇12 月 15 日 火）忘年親睦・家族例会につい

て・・・人数を 50人に制限． 

◇12月 22 日・ 火）鈴鹿和順学園 遊具贈呈につ

いて・・・例会場での目録贈呈とする．上記の

変更を加えて承認 

＊その他 

(1) 次年度米山奨学生世話クラブ カウンセラ

ー就任を伊藤義一会員が受託・・・承認 

(2) 和順学園に贈呈する遊具への印字費用

27500円の追加・・・承認 

(3) 事務局員への年間20日の休業日付与・・・・

承認 

(4) 植田幸嗣会員の2020年12月31日での退

会・・・承認 

3. 12月～1月度例会プログラム予定表を配布し

ておりますのでご確認をお願いいたします． 

4. 事務局年末・年始の休暇について 

12月 28日 月）～1月 5日 火）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． 

5.・ＲＩ日本事務局より・2020 年 12月のロータリ

ーレートは、１ドル＝105 円とご案内が届いて

います． 

6.ガバナー事務所より、新型コロナウイルス感染症

に関する友事務所対応の件・ 8報の継続）につい

てご案内が届いています． 

7.直前ガバナー事務所より「2019-20 年度地区記

録誌」が届いています． 

 

 【訂正】７５ページ  

米山功労者 メジャードナー【三重県】 

   久居 原 宣和 第 12回） →辻原宣和 

   久居 原 宣和 第 13回） →辻原宣和   
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委員会報告 

 

＊12 月度諸事お祝い 

       加藤 稔 親睦・家族委員長 

 

【会員誕生日】河田勝正会員 

【結婚記念日】大泉源之・信子様、田中 通・

玲莉様 

 

＊クリスマス親睦・家族例会について 

＊ロータリーの友 12 月号紹介 

         江藤隆仁 クラブ広報委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告        藤田 充 出席委員 

正会員 37名中 20名出席．出席率：74.07％ 

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 

※河田勝正 ：最愛の妻と誕生月が一緒だと思います

が・・・． 

森 豊：本日は田中会長エレクトによる会員維

持・増強についてよろしくお願いします． 

世古口弘子：早いですね．12 月に入りました．

最後まで頑張りたいです． 

山崎ていじ ：新曲・「酔わせて候」先週レコーディ

ングが終わり、明日はプロモーションビデオの

撮影です．頑張ります． 

勇理維子 ：田中さん、今日は宜しくお願いします． 

野間芳実：奨学金に少々！！ 

伊藤義一：先週の金曜日に元 米山奨学生の呉 

同生さんがマレーシアから来日され、現在、成

田空港で 14日間の待機をしています．その後

三重県に来る予定です．よろしく． 

森喜代造：田中委員長、増強ご苦労さまです． 

田中 通 ：本日、卓話です．よろしくお願いしま

す． 

若林忠義 ：田中会長エレクトによる会員維持・・増

強よろしくお願いします． 

   

本日のプログラム  

「会員維持・増強について」         

田中 通 会長エレクト/会員維持 ・増

強委員長  



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

4 
 

 

                   

参加を促すクラブづくりに役立てるために会員

満足度アンケートを行いました． 

提出は事務局で，期限は2021 年 1月末です． 

ご協力よろしくお願いします． 

 

会報発行担当・：江藤隆仁 


