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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 1648 回例会 2020 年 12 月 8 日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4階 大ホール 

例会進行: 藤井光彦 ＳＡＡ 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング： 我らの生業  

ソングリーダー： 山崎ていじ会員 

 
      

会長挨拶          森 豊 会長 

 

 皆さんこんにちは．今日は、会員卓話で真弓会員

と藤井会員の卓話です． 

これで順番に進めて来ました会員卓話も最終を迎

える事となりました． 

今月は疾病予防と治療月間となっています．疾病

予防とは何ぞやと思う人もいらっしゃると思いま

す．今、私は糖尿病ですがヘモグロビンA1Cは７.

６を今年の 3 月から維持をしています．2 年前の

11月には、１０.９まで上昇しました．当時は加藤

会長の時、幹事でしたので飲み物の種類はビール、

日本酒（ 冷酒）、ワイン等を飲んでいました．特に冷

酒をたくさん飲みましたので最高値まで達したと

思います． 

今ではウイスキーのハイボールにしまして毎日欠

かさず飲んでいますが、アルコールの数値γGTPも

３６～３７位を保っています．あと11年前に膀胱

癌で入院手術をしました．神戸六甲にゴルフに行く

途中、サービスエリアでおしっこをすれば真っ赤な

色で驚きまして、次の日に白子のおかべ泌尿器科へ

行きましたところ先生が森さん、癌です．と、アッ

サリ言われて私本人はガッカリ！俺の人生はこれ

までか、と思いました．しかし津の武内病院に名医

のお医者さんが居まして手術は30分も掛からず終

わり、お陰様で今日まで生きる事が出来ました． 

やはりお医者さんにもお友達が必要ですね．脳梗塞、

心筋梗塞等、健康診断を受けて悪いところを発見し

たら即座に治療して健康な体で生活出来る様にし
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て下さい． 

我が鈴鹿西ロータリークラブの中に以前はお医

者さんが会員で何名かいらっしゃいました．今では

鈴木レディースクリニックの鈴木会員はお見えで

すが、何方かご紹介頂き会員にお誘い頂きますよう

お願い致します． 

来週は忘年親睦家族例会です．今回は山崎ていじ

さんの歌謡ショーを 30分予定しています．家族は

勿論ですが、知り合いの人で、ていじさんの歌が聞

きたいと言う方でも会員の紹介で有れば参加して

頂けます．又、新入会員候補者の方と紹介者の会員

も参加費が無料となりました．是非とも入って頂け

そうな人をお誘い下さい． 

会場はオーシャンテラスの藤井会員の所で広いス

ペースで約１００人収容人数のところ50名限定と

させて頂きましたので、密にならないよう工夫して

います．楽しい忘年例会になると思いますので沢山

の参加をお願い致します． 

 

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 

鈴鹿シティＲＣ：12月 23 日 水）新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の為、短縮例会 クリス

マス例会は中止）  

※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.当クラブ例会変更のお知らせ 

◇2021年 1月 5日 火）特別休会 

◇2021年 1月 12 日 火）祝日規定による休会 

◇2021年 1月 19 日 火）新春参拝例会のため、

椿大神社、椿会館 

 ※新春参拝例会の案内を配布してございますの

でよろしくお願い致します． 

3.津ロータリークラブより、日赤三重県支部点訳

奉仕団への資材贈呈についてのご報告ならびに

支援についての礼状が届いております． 

4.伊藤素近ガバナー補佐より2021 年 3月 27日

(土)、28日(日)開催予定の平田商店会「鈴鹿さ

くら祭り2021」が新型コロナウイルス感染拡

大を鑑み、中止の決定がされたことを受けて、

鈴鹿 亀山グループロータリーデーを中止させ

ていただくことと決定したとの通知を頂いてい

ます。 

5.地区職業奉仕委員会より、職業奉仕研修セミナ

ー 12月 13日）中止により、講師の予定を

されておりました、第2760地区パストガバ

ナー村井總一郎様の著作本「超入門 職業奉

仕の入り口」を頂いております． 

6.一般財団法人 比国育英会バギオ基金より、

2019 年度事業報告書と基金への寄付の依頼が

届いています． 
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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：70.37％ 

 

ニコニコボックス報告 

杉﨑雅代 親睦・家族委員 

 
           順不同・敬称略 

 ※印 多額 

※伊藤雅文 ：眞弓様、藤井様、会員卓話楽しみにし

ています． 

 森 豊 ：今日は会員卓話で藤井さん、眞弓さん宜

しくお願いします．  

 勇理維子 ：会員卓話楽しみにしています．藤井会

員、眞弓会員宜しくお願いします． 

 若林忠義：日本が負けてよかった開戦日 75 年．

令和に感謝． 

 沖 俊成 ：眞弓さん、藤井さんの卓話楽しみです． 

 山崎ていじ ：来週の忘年会パーティではステージ

をつとめさせて頂きます．楽しいひと時をご一

緒できます様に宜しくお願い申し上げます． 

 
 

 
 
 

 
 

本日のプログラム  

「会 員 卓 話」    

眞弓純一会員 

  
今日は卓話ということでお時間を頂きました．あ

りがとうございます． 

まず、ここ最近までなかなか例会出席が出来ずご

迷惑をおかけしたこと、またフォローして頂いた

ことありがとうございます． 

ここ数年は自分の会社が所属する業界の団体で

役にあたり、様々なことに取り組んできました． 

主に、三重県、東海四県で提携企業様との販売実

績の管理、四半期ごとの販売促進の取り組みでし

た．販売事業に関わらせて頂くことに東海四県の

会社の取組等を知ることができ、他業種から転職

してきた自分自身にとって勉強になり、参考にな

り、とても有益な経験をさせて頂きました．しん

どかったですが・・・(笑) 
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藤井光彦会員 

〇 冠 婚 葬 祭 と は

 

 （・人が生まれてから亡くなるまで、およびその後

に家族や親族の間で行われる行事全般 

・4文字のいずれも人生の節目および死後の扱わ

れ方を指しており、このいずれをも滞りなく行

うことで一人前とみなす思想もある。 儒教の

思想） 

 ・これらは非日常的な催しものであることから、

一時的に出費を余儀なくされる行事としても

扱われ、特に突然起こる葬式や、散発的に結婚

式では専用の積立金融商品や互助会などがあ

る。 

〇冠とは 元服 

 （・奈良時代以降の日本で成人を示すものとして行

われた儀式 

  ※成人の証として冠や烏帽子を着用した 

 （「元」は首 （「服」は着用＝頭に冠をつける意味 

 ・今ではお祝い行事の全般を『冠』としている 

〇七五三 

 ・7 歳、5 歳、3 歳の子供の成長を祝う年中行事

で神社などで「七五三詣で」を行い神に報告、

感謝、祈願を行う奉告祭 

 （・江戸時代 徳川 5代将軍（「徳川綱吉」の長男の

健康を祈って始まったとされる説が有力 

 ・11月 15日 

  旧暦の11月は収穫を終えて実りを神に感謝す

る月 

  15日は「鬼宿日」 鬼の出歩かない日） 

  氏神への感謝を兼ねて子供の成長を感謝し加

護を祈る 

 ・（『3歳』髪置きの儀 ⇒ 髪を伸ばし始める儀 

  式 

 （『5歳』袴儀 ⇒ 男の衣服である袴を着始める 

儀式 

 『7歳』帯解きの儀 ⇒ 帯を結び始める儀式 

 ※それぞれ別々の儀式の総称として七五三 

〇成人式 

 （・大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとす 

る青年を励ます趣旨 

 ・1949 年 昭和 24年）から 1月 15日を「成 

人の日」と制定 

  ※1999年 平成11年まで）は 1月 15日だ 

った 

  ※2000年から（「ハッピーマンデー制度」によ 

り 1月の第2月曜日に移動 

   同時に（「体育の日」も 10月の第 2月曜日（ 今 

はスポーツの日） 

 （・2022 年（ 令和 4年）4月 1日から成人年齢引 

き下げ 20⇒18 

  式典は従来通り 20歳を対象とする 20歳の 

集い） 

〇結婚式  

 （・結婚式スタイルの流行りや変化もスピードが速 

  い。 

  総合結婚式場 たくさんのバンケット・美容 

室・エステ・写真スタジオ・神殿・チャペル・ 
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宿泊など） 

    ↓ 

  レストランウェディング（ レストラン貸し切り 

＝料理重視） 

    ↓ 

  ハウスウェディング（ 一軒家貸し切り・2階か 

ら入場（・キッチンカウンター併設（・作りがおし 

ゃれ） 

 ・入籍して結婚式を挙げないカップル 約 40％ 

 経済的理由・妊娠出産など） 

 （・コロナの影響で婚礼業界でも様々な変化が・・・ 

 結婚式の移動、キャンセル 

   GoTo ウェディング× 婚礼業界は売上が先

に延びる意味で国の補助の対象にならない） 

   宴会・レストランにも影響 ⇒ GoTo イー

ト、テイクアウトなど新たな取り組みも 

  新しい形態の結婚式 ⇒ 挙式のみ・フォトウ

ェディング・2部制 3部制）※人の分散 

オンラインウェディング 

   式場見学や打ち合わせもオンライン化 

   オンライン招待状 出欠席連絡）、投げ銭型

ご祝儀 

   式当日の予防対策（ 換気（・マスク着用（・ソー

シャルディンスタンス配置（・お酌や余興自粛） 

             

会報発行担当：江藤隆仁 


