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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 1651回例会 2021年 3月 9日(火) 

例会場:鈴鹿商工会議所 4階大ホール 

開始: 12：30 終了: 13：30 

例会進行: 藤井光彦 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．新型コロナ

ウイルスの第3派 

の影響で昨年１

２月２２日以来

約２か月半ぶりの例会でございます．休会中には、

アメリカ大統領のトランプ氏からジョー・バイデン

氏になりました．テニスでは全豪オープンで大坂な

おみ選手が２年ぶり２回目の見事、優勝でした．そ

して大相撲 1 月場所にて大栄翔が追手風部屋で初

の優勝する事が出来ました．今回の優勝を鈴鹿西ロ

ータリークラブのメンバーでも有りますので皆さ

んでお祝いをする事になり、会員の皆様には心温ま

るお祝いをご協力頂きまして誠にありがとうござ

いました．お蔭を持ちまして 95万円と大金が集ま

りました．１１日には埼玉県の追手風部屋にお届け

したいと思います．更に 1月には山崎ていじさんの

新曲、“酔わせて候”が発売になりましたので、こち

らもメンバーですので、少しでも会員の皆さんでご

協力出来ないかとご無理をお願いしましたら１４

４枚に達しました．本日の例会終了後に事務局にて

山崎ていじさんから、直接お買い上げ頂きますよう

お願い致します． 

本日はクラブ協議会、前期の報告と後期の予定に

ついて各委員長様から説明して頂きます．コロナウ

イルスの影響で全てのスケジュールをこなす事が

出来ません． 

そんな中ではございますが、前期にはパスト会長は

じめ各委員長様、会員の皆様には大変お世話になり

ました．引き続き後期もご協力の程、宜しくお願い

致します． 

3月は「水と衛生月間」となっています。テレビ

でもユニセフが放送されていますが、エチオピアで

は、朝早くから夕方近くまで炎天下の砂漠を一日中

歩いて家族の為に水を汲むアイシャ．それでも手に

入れるのは、１人当たりわずか５リットル未満の茶

色い水だけです． 

今、安全な水を手に入れられない人は、世界で６

億６３００万人にのぼるそうです．２０１６-２０

１７年度の世古口会長の年に国際奉仕委員長を任

命され、タイの病院に水の浄水器を５台設置させて

頂きました．病院に入院している人、付き添いの人

は、汚れた水を飲まずに死ぬか、汚染されている水
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を飲んで死ぬかの選択肢しか無いんです． 

日本は今、生まれて来る小さな子供は、水道の水

を安心して飲むことが出来ますので本当に幸せで

す．国際奉仕で、これからも綺麗な安心して飲める

ように協力して行かなければなりません． 

３月２９日（月曜日）は創立３６周年記念例会を

平安閣で開催する事になりました．今回は、世古口

会員の琴の演奏が聴く事が出来ます．安全、安心を

心掛け、開催させて頂きますので、皆様ご参加の方

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 

1）3月 16日

（火）祝日規

定による休会 

2）3月 30日（火）⇒3月 29日（月）18：30

～創立 36周年記念例会のためコンフェット鈴

鹿平安閣 

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 

鈴鹿シティＲＣ：3月 10日（水）・17日（水）・ 

24日（水）短縮例会  

    3月 31日（水）特別休会 

鈴鹿ベイＲＣ：3月 11日（木）・25日（木） 

特別休会 

亀山ＲＣ：3月 15日（月） 短縮例会のためロ 

ータリー事務所 

3月 22日（月）米山奨学生 最終例会 

  3月 29日（月）特別休会 

※新型コロナ感染症拡大防止のため、ビジター

受付はご遠慮ください。 

3. 第 12回理事・役員会決議報告 

＊3月度プログラムの確認ならびに 4月度プロ

グラムについて 

・・・承認: 3/14(日)に予定されていた 2020

年度鈴鹿市児童詩コンクール表彰式は鈴鹿市

児童詩コンクール実行委員会と鈴鹿市教育委

員会の協議で中止となり，例会変更予定だった

3/9(火)を通常例会に戻し，プログラム「クラ

ブ協議会」，内容は「前期報告・後期の予定に

ついて」とする．; 3/29(月)の創立 36 周年記

念例会には亀山 RC 会長・幹事を招待する．会

場はコンフェット鈴鹿平安閣で，18:00 受付，

18:30例会開始，例会後，演奏等を行い 19:30

に終了予定．懇親会は 19:30-21:00．会費は

3000円とする．; 4/6(火)の職場例会は，沖植

物園にて開催する． 

＊2020-21 年度地区大会ならびにポリオ根絶

チャリティゴルフコンペについて 

・・・承認: 地区大会会費 5000円のうち，3000

円はクラブ負担とし，会員負担は 2000円とす

る．なお，夕食代はクラブ負担とする．; 地区

大会翌日 5/30 のチャリティゴルフコンペ参加

者は，締切が近いので参加者手配は加藤稔ゴル

フ部会長に一任する． 

4. 2021 年会長エレクト研修セミナー開催につい

て 

日時：2021年 3月 13日（土）13：00～（入

室 11：00～） 

場所：本年は、新型コロナウィルス感染拡大防

止の観点から ZOOM ウェビナーによるオンラ

イン開催 

登録料：￥3，000／1名 
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5. 2021年地区研修・協議会開催について 

日時：2021年 4月 18日（日） 

登録受付 12：00～13：00 点鐘 13：00 

～終了 14：50  

会場：新型コロナウィルス感染拡大防止のため 

オンラインでの開催 

登録料：￥3，000／1名 

6. 鈴鹿・亀山グループ ガバナー公式訪問例会開

催について 

（ガバナー補佐訪問例会はガバナー公式訪問

に変更となります） 

日時：2021年 5月 18日（火）食事 12：00

～ 例会 12：30～13：30   

場所：鈴鹿商工会議所 4Ｆ 

開催クラブ：鈴鹿ベイＲＣ、亀山ＲＣ、鈴鹿西

ＲＣ（3クラブ合同例会） 

7. ＲＩ日本事務局より 2021年 3月のロータリー

レートは、 １ドル＝106 円とご案内が届いて

おります。 

8. 地区より国際青少年交換 2022-23 年度夏期派

遣学生募集の案内が届いています． 

派遣先：アメリカ、オーストラリア、ニュージ

ーランド、フランス、ノルウェー等々（2022

年 8月より 1年間） 

資格：ＲＣが推薦する高校生（願書提出時在学

中で、中学 3年生、高校 1年生、2年生の者） 

応募締切日：2021年 7月 9日（金） 

9. 3月 23日（火）例会終了後、第 13回理事・役

員会を事務局において開催致します。 

10. 株式会社 熊平製作所様より、「抜萃のつゞり 

その 80」をご恵贈頂きましたので配布してあ

ります． 

 

委員会報告 

＊1月～3月度 諸事お祝い 

 加藤 稔 親睦・家族委員長 

【1月度】 

【会員誕生日】仲村義昌会員、小林英将会員、

寺田有子会員、藤田 充会員 

【結婚記念日】伊藤義一・美江子様、杉村吉雄・

幸子様、沖  俊

成・澄子様、藤田 

充・美智子様、衣

斐信行・朋子様 

 

【2月度】 

【会員誕生日】川戸広樹会員、杉村吉雄会員 

【結婚記念日】追手風直樹・裕美様、川岸光男・

和子様 

 

【3月度】  

【会員誕生日】杉﨑雅代会員、衣斐信行会員、

野間芳実会員、沖 俊成会員 

【結婚記念日】服部高宣・けい子様、森喜代造・

頼子様、藤野恵子・輝久様、眞弓純一・由

香里様、江藤隆仁・早苗様 

 

＊創立 36周年記念例会について 
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＊ロータリーの友 3月号紹介 

         川戸広樹 クラブ広報委員 

＊地区職業奉仕委員会からの報告 

     服部高宣 地区職業奉仕委員会委員 

 
 

 
 

 
 

 

出席報告       眞弓純一  出席委員長 

正会員 36名中 18名出席．出席率：75.00％ 

 

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 

※印 多額 

※山崎ていじ：今年初め

ての例会．新曲「酔わせて

候」沢山お買い求め頂き感謝申し上げます． 

森 豊：追手風部屋のお祝い、山崎ていじさん

のＣＤ等、ご無理申しました．本日クラブ協議

会よろしくお願い致します． 

柴田友美：会員の皆様お久ぶりです．3月に入

り少し暖かくなりましたが季節の変わり目で

す．体調をくずされませんようお過ごし下さい．

世古口弘子：お久ぶりです．お祝い事やら、て

いじさんのＣＤ、御世話をお掛けします． 

若林忠義：山崎ていじさん、新曲「酔わせて候」

発表おめでとうございました． 

本日のプログラム      

「クラブ協議会」  

  前期の報告・後期の予定について 

       会長・幹事・委員長 

 クラブ運営委員会 

 藤田恵子 

  クラブ運営委員長 

世古口弘子 

プログラム委員長 

真弓純一 

出席委員長 

 加藤稔  

親睦・家族委員長 

藤井光彦 ＳＡＡ委員 

会員維持・増強委員会 

 服部高宣 

会員維持・増強 

副委員長 

河田勝正 

 ロータリー情報・スター委員長 

川戸広樹 クラブ広報委員長 

奉仕プロジェクト委員会 

 服部高宣 奉仕プロジェクト委員長 

 沖俊成 

  職業奉仕委員長 

藤井光彦 

 社会奉仕委員長 

 川戸広樹 

  インターアクト 

  委員長  

 柴田友美 

  ロータリー財団委員長 
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【東日本大震災ご支援に対するお礼状】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報発行担当：川戸広樹 


