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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 1652回例会 2021年 3月 23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: 藤野恵子 クラブ運営委員長 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング： 四つのテスト 

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．先々週の９日には、追手風部屋

のお祝い金、そして山崎ていじさんの CD をお買い

上げ頂きまして、誠に有り難う御座いました．どう

ですかＣD を聞いて歌えるようになりましたか？

来週の２９日、3６周年例会でご披露して頂いても

かまいませんので、是非手を上げて頂き歌って下さ

い． 

３月１１日に埼玉県の草加市に有る追手風部屋

に皆さんからお預かりしましたお祝い金を持って

行って来ました．手ぶらでは行けませんので、私か

らカップラーメン３００食と喫茶酒房 篠さんか

ら生卵２００個を車に乗せてお渡しさせて頂きま

した．金額は一覧表にしまして親方にお渡ししまし

た．鈴鹿西ロータリークラブのメンバーの方々から

全部で９５０.０００円と喫茶酒房 篠さんから５

０．０００円頂きましたので合計１００万円となり

ました．改めて御礼申し上げます． 

今、３月場所が行われていますが追手風部屋の力

士も頑張っています．又部屋から優勝者が現れたら、

また皆さんにご無理を言ってお祝いムードになる

かと思いますので、是非とも頑張っていただきたい

と思います． 

７月の名古屋場所については、オリンピックの開

催が有れば国技館を使用するので、大相撲は名古屋

の開催になると、草加せんべいのお店でお聞きしま

した．オリンピックが開催されたら鈴鹿に追手風部

屋の部屋が３年ぶりに来るので非常に楽しみです． 

いよいよ来週は３６周年例会です．世古口会員他

６名の方が、お琴の演奏を披露して頂きます．大変

楽しみで有ります．当日は三重県知事鈴木英敬様の

ご夫人美保様が来賓でお越し頂きます．本日なら出

席の受付をさせて頂きますので、まだ参加になって

いない方は、親睦委員長の加藤会員迄お申し込み下

さいませ． 

ロータリーの職業奉仕では、メンバーの親睦を一

番の目的としています．人道的支援（ボランティア）

も行っています

が、社会の乱れの

根本は、企業家の

心の問題が多い

という前提で、メ

ンバーの個人個
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人が、自分の仕事が商道徳に反しないように常に心

がけ高度の商論理、道徳を持った会社を運営する事

によって社会に奉仕するという事になるかと思い

ます．私は親睦が一番と思っていますので、残すと

ころ３月２９日と最終例会を楽しんで森、勇年度を

乗り切りたいと考えています．あと３カ月余りです

が、皆様のご協力を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）4 月 6 日（火）

職場例会のため

（株）沖植物園 

2）4 月 27 日（火）特別休会 

3）5 月 4 日（火）法定休日 

2. 地区ガバナー事務所より、2019-20 年度ロー

タリー財団寄付認証バナーが届いております． 

3.次期会員増強研修セミナー開催のお知らせ 

日時：2021 年 5 月 15 日（土）受付 12：30

～ 点鐘 13：00～ 終了 15：30 

場所：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 

出席要請者：次期会長，次期会員増強委員長 

4. 本日例会終了後、第 13 回理事・役員会を事務 

局において開催いたします． 

 

 

 

 

 

 

 

2019-20 年度ロータリー財団寄付認証バナー 

委員会報告 

＊米山記念奨学生カウンセラー委嘱状の授与 

伊藤義一 2021年度米山記念奨学生カウン 

セラー 

 

 

 

 

 

＊職場訪問例会について（4月 6日開催） 

沖 俊成職業奉仕委員長 

 

 
 

 
 

出席報告       眞弓純一  出席委員長 

正会員 36 名中 17 名出席．出席率：65.38％ 

 

ニコニコボックス報告 

加藤 稔 親睦・家族委員長 

            
 
 

 
 
 

順不同・敬称略 

森 豊：追手風 大栄翔、優勝お祝いとＣＤお

買い上げにご協力有難うございました．今日は

会長エレクトの田中さんよりＰＥＴＳの報告

ですのでよろしくお願いします． 

勇理維子：本日、田中次期会長よろしくお願い

致します． 

田中 通：本日、ＰＥＴＳ報告です．よろしく

お願いします． 
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本日のプログラム      

「クラブ協議会」  

  2021年会長エレクト研修セミナー 

（ＰＥＴＳ）の報告 

      田中 通 会長エレクト 

会長エレクト研修セミナー 

・Zoom によるオンライン開催 

  ルーム ID とパスワード  

  2012 年 3 月 13 日（土）13：00～17：30 

   複数セッション受付可能だったのでノート PC

とデスクトップ PC の 2 台で受講 

・プログラム序盤 開会セッション 

  主な出席者 

    ガバナーエレクト 浦田幸一（伊勢中央） 

    ガバナーノミニー 高橋伸治（岐阜） 

    次期地区代表幹事 玉木義裕（伊勢中央） 

    ガバナー     剱田廣喜（高山中央） 

    パストガバナー  田中稔子（桑名北） 

   鈴鹿亀山会長エレクト 

    鈴鹿       山本行子 

    鈴鹿西     田中 通 

    鈴鹿ベイ   藤田宣三 

    亀山     田中博之 

    鈴鹿シティ 佐野 寿 

・RI メータ会長エレクト メッセージ 

 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

  

 
 
 

  テーマへの道筋 

 ・入会時：手足が不自由な人のためのキャンプ 

 ・多くのプロジェクトに参加 

  トイレの設置、安全な飲み水の提供、教育シス

テムの改善、医療設備の整備 

 ・ロータリーが心に火を点けた 

  奉仕が私の生き方となった 

  奉仕を定義するものは、奉仕の規模だけでなく、

奉仕に対する姿勢 

 ガンディーの逸話より 

  私たちは、自分より先に人のことを考える心構

えがあるでしょうか。ロータリアンである私達

にとって大切なものは、それだけです。 

 ・増強への強いメッセージ 

  “Each one,Bring onel”  

各々が一人を連れてきましょう 

  ・若者へ差し伸べる手 

・ガバナーエレクト 浦田幸一 地区方針 

    つねに超我の奉仕を胸に 

    日本らしい”利他の精神” 

 

会報発行担当：川戸広樹 


