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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 1650 回例会 2020 年 12 月 22 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 ＳＡＡ 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング： 四つのテスト  

ソングリーダー： 勇 理維子幹事 

ゲスト： 社会福祉法人 和順会 

理事長 近藤忠彦様  

会長挨拶          森 豊 会長 

  

 皆さんこんにちは．本日のお客様をご紹介させて

いただきます．社会福祉法人 和順会 鈴鹿和順学

園 理事長の近藤忠彦様にお越し頂きました．後ほ

ど宜しくお願い致します． 

先週はクリスマス親睦家族例会でしたが、楽しん

で頂きましたか？ 山崎ていじさんは、少し人数が

少なく寂しく思われたようでした． 

今、政府は５人以上の飲食会は控えるように言っ

ていますが、菅総理、自らが破って宴会をしていま

す．飲食店を経営している私共としては全ての飲食

が駄目です．と言われれば破綻するしかございませ

ん．キャバクラ、ホストクラブ、多国籍飲食店など

に行っている人から感染者が広がっていると私は

思います．全ての飲食店を言われますが４人でも結

構です．安全な飲食店で飲食を楽しんで利用して下

さい． 

ロータリー財団地区補助金を利用して２０２０-

２０２１年度の事業計画で何をするべきか考えて

本年度は知的障害を持つ子供たちの自立支援のた

めに環境づくりを行うことにしました． 

先週15日の１０時３０分から私と勇幹事、小林

英将社会奉仕委員長の３人で鈴鹿和順学園様に遊

具（イージージョイント・プレイサークルセット、

着用ビニールエアーボール シーシーピーバブル

ボール）の運搬、組み立て設置を行いました． 

本来なら本日、鈴鹿西ロータリークラブのメンバー

に参加して頂き贈呈式も同時に行う予定でしたが、

新型コロナウイルスの第 3 波の拡大で何か鈴鹿和

順学園様にご迷惑をお掛けするかもしれませんの

で少人数でさせて頂きました．その様子をプロジェ

クターで小林委員長から紹介させて頂きます．少し

でもお役に立てれば幸いです． 

近日中に中日新聞に掲載されると思いますので、ご

覧ください． 
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早いもので本日の例会で上半期が終了します．パ

スト会長はじめ各委員長様、会員の皆様のご協力の

賜物です．感謝申し上げます．有り難う御座いまし

た． 

また下半期も引き続きご協力を賜りますよう宜し

くお願い申し上げます． 

 
 

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：1月 6日（（水）⇒ 1月 7日(木)（

新年祈祷例会のため飯野神社  

  1 月 13 日（（水）（・20日（（水）（・27日（（水）19（： 

00～19（：45 新型コロナウイルス感染拡大防 

止の為、短縮例会 

鈴鹿ベイＲＣ：1 月 7日（（木） 新年例会のため彌

都加伎神社 

  1 月 14 日（木）会場都合のためわが家 

  1 月 21（木）特別休会 

  1 月 28 日（木）会場都合のためパルフェ 

亀山ＲＣ：1 月 4日（月） ⇒ 1 月 15 日（金）  

新年例会のため関神社 

  1 月 11 日（月）法定休日 

1 月 18 日（月）・1月 25 日（月） 例会場使

用できないためロータリー事務所において短

縮例会   

2. 中日新聞社より、「改組 新 第 7回日展名古

屋展」（1月 27 日～2月 14日 愛知県美術館

ギャラリー）の案内をいただいております。

チラシ・割引券は事務局にあります． 

3. 津ロータリークラブより、日赤三重県支部点

訳奉仕団への目録贈呈式のご報告と新聞記事

が届いております． 

4. 本日例会終了後、第 10回理事・役員会を事務

局において開催いたします． 

 

本日の行事 

社会福祉法人 和順会 鈴鹿和順学園様 

遊具目録の贈呈 

 

  

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 

若林忠義 親睦・家族副委員長 

           順不同・敬称略 

森 豊 ：鈴鹿和順学園 理事長 近藤様ようこそ

お越しいただきありがとうございます．上半期、
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皆様には大変お世話になりました．良い年をお

迎えください． 

勇理維子：和順会理事長 近藤忠彦様、今日は宜

しくお願いします． 

沖 俊成 ：（・和順会 近藤様ようこそお越しいた

だきました．・皆様コロナに負けないで良いお

年を． 

岩崎 透：近藤様 歓迎します． 

伊藤雅文：近藤理事長様、楽しみにしています． 

加藤 稔：森、勇年度、前期お疲れ様でした． 

若林忠義 ：昨日、神野由美さんが 2 回目のホール

インワンをしました．僕は今までに 6 回やりま

したが、スコアは自己ワーストを出しました． 

 

鈴鹿和順学園様への遊具寄贈報告 

小林英将 社会奉仕委員長 

【2020 年 12 月 15 日（火）】 
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森会長、勇幹事、小林（英）社会奉仕委員長 
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本日のプログラム  

 社会福祉法人 和順会 

   理事長 近藤忠彦様 

 

 平素は、社会奉仕団体として教育、福祉への支

援をはじめ疾病への対策や世界平和の活動など幅

広い分野で奉仕活動に取り組んでおられますこと

に対しまして心より敬意と感謝を申し上げます。 

 また、昨年から今年にかけてパンデミックとも

いえる新型コロナウイルス感染症の感染防止のた

めにも種々ご尽力いただいているとも伺っており、

合わせてお礼申し上げたいと存じます。 

 さて、この度は鈴鹿西ロータリークラブ様の奉

仕活動の一環として私どもに遊具バブルサッカー

とジョイントマットのご寄贈を賜り心よりお礼申

し上げます。 

私どもの法人の事業につきましては後ほどご紹

介させていただきますが、今回ご寄贈いただきまし

た事業所は障害児の放課後デイサービス「わっか」

でございます。通所児童は数人ではございますが、

寄贈いただきました翌日から早速に使わせていた

だいております。 

その様子はすでに写真で担当職員からお伝えさ

せていただいているところですのでご覧いただけ

たら幸いに存じます。 

最後になりますが、いつ終息するかもしれないコ

ロナ禍にあって、私どもを利用されている障害のあ

る方々は日常のくらしに様々な制約を受ける中、感

染防止に心し、新たな暮らしづくりをめざして頑

張っておりますが、今回のご寄贈に当たり利用者

の方々にお会いしていただけなかったことをお詫

び申し上げますとともに、貴クラブさんのますま

すの発展をご祈念申し上げお礼のご挨拶とさせて

いただきます。 
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     会報発行担当 （：江藤 隆仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


