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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:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
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;

致します．

第 1653 回例会 2021 年 3 月 29 日(月)

本日ご列席の皆様をご紹介させていただきます．

例会場: コンフェット鈴鹿平安閣
開始: 18：30 終了: 21：00

亀山ロータリークラブの会長田中博之様、幹事の森

例会進行: 岸本春雄 副ＳＡＡ

口喜義様、三重県知事令夫人鈴木美保様、岩崎千津

点鐘: 会長 森 豊

代様、岸本歩美様、岸本祐也様、横山加代美様、世

ソング： 奉仕の理想

古口緑様、神野由美様、お琴の演奏をして頂くメン

ソングリーダー： 服部高宣会員

バーの方々、坪井清美様、菅生三千代様、佐竹勝子

ゲスト：亀山ＲＣ会長 田中博之様、亀山ＲＣ幹事 様、芝原裕子様、青山祐子様、尾田香代子様、和楽
器専門店 三味恒の川合正洋様、川合拓弥様、ビデ

森口喜義様、三重県知事令夫人 鈴木美保様

ご家族：岩崎千津代様、岸本歩美様、岸本祐也様、 オ撮影 三輪弘二様．昨年一年間のプログラムを組
む際に世古口会員へ是非共３６周年記念例会には、

世古口緑様、横山加代美様、神野由美様

琴奏者：坪井清美様、菅生三千代様、佐竹勝子様、 お琴の演奏をお願いします．とご無理をお願いしま
した．

芝原裕子様、青山祐子様、尾田香代子様

少ない時間ですがどうぞお楽しみくださいませ．

和楽器専門店「三味恒」
：川合正洋様、川合拓弥様

幹事報告

ビデオ撮影：三輪弘二様
会長挨拶

勇 理維子 幹事

1. 鈴鹿・亀山グル

森 豊 会長

皆さん今晩は．本日

ープ各ロータ

は鈴鹿西ロータリー

リークラブ例

クラブの創立３６周

会変更のお知

年記念例会にご参加

らせ
鈴鹿シティＲ

頂きまして誠に有難
うございます．一口で３６年と言いますが、諸先輩

Ｃ：４月７日（水）１９：００～１９：４０会

の方々から受け継がれている様々な歴史がござい

場都合のため（新型コロナウイルス感染拡大防

ます．そんな歴史を汚すことの無いように残すとこ

止の為、短縮例会）鈴鹿サーキットホテル ミ

ろ、あと３カ月間、勇幹事と一生懸命頑張って参り

ーティングルーム１
４月１４日（水）
・4 月 21 日（水）
・4 月 28 日

ますので引き続きご指導ご鞭撻の程宜しくお願い
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（水）1９：００～１９：４０新型コロナウイル

出席報告

ス感染拡大防止の為、短縮例会

眞弓純一 出席委員長

正会員 36 名中 24 名出席．出席率：82.75％

鈴鹿ＲＣ：4 月 7 日（水）
・4 月 14 日（水）
・4

ニコニコボックス報告

月 21 日（水）
・4 月 28 日（水）

森 喜代造 親睦・家族委員

12：45～13：30

順不同・敬称略

新型コロナウイルス感染防止対策の為、短縮
※多額

例会

亀山ＲＣ 田中博之様：鈴

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、例会へ

鹿西ロータリークラブ

のビジター訪問はご遠慮ください。

創立 36 周年記念例会

2. 第 13 回理事・役員会決議報告

おめでとうございます．

＊4 月度プログラムの確認ならびに 5 月度プロ

栄光の歴史にのっとり、さらに発展されますよ

グラムについて・・・承認

うに．

5 月 18 日（火）鈴鹿ベイ・亀山・鈴鹿西 3 ク

亀山ＲＣ 森口喜義様：創立 36 周年例会おめで

ラブ合同ガバナー公式訪問について

とうございます．本日はよろしくお願い致しま

・・・4/20 に出欠確認をとり，5/11 に最終確

す．

認を行う．

※若林忠義：鈴鹿西ロータリー36 周年を祝して．

5 月 25 日（火）深谷公園 環境整備について

※世古口弘子：今日は琴演奏よろしく．36 周年

・・・お茶は SAA が会場に持ってくる．

おめでとうございます．

弁当については 5/11 に出欠確認とともに確認

※山崎ていじ：36 周年記念例会おめでとうござ

し，社会奉仕委員会が取りに行く．

います．今日は一曲唄わせて頂きます．宜しく

例会は雨天決行で 10:30 集合，10:40 開始．

お願い申し上げます．

5 月 18 日（火）理事会について

※岩崎 透：鈴鹿西ロータリークラブ創立 36 周

・・・3 クラブ合同ガバナー公式訪問とスケジ

年おめでとうございます．今後共よろしくお願

ュールが重なるため 5 月 11 日に変更．

いします．

＊創立 36 周年記念例会について・・・承認

※岩崎千津代：鈴鹿西ロータリークラブ創立 36

・・・琴奏者へのお礼は 5 万円とする．

周年おめでとうございます．今後ともよろしく

＊その他

お願い申し上げます．

・次年度委員会構成案を閲覧．

※河田勝正：ＲＣ36ｔｈを迎えて

・会員増強について意見交換．

ロータリー

の栄誉を求めて．
森

豊：本日は皆様ご参加いただき誠にありがと

うございます．今日はお琴の演奏と山崎ていじ
さんが新曲を歌っていただきますので、どうぞ
お楽しみください．
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勇理維子：津奈乃会の皆様、山崎ていじさん、今

36 周年おめでとう．琴演奏楽しみに．

日は宜しくお願いします．亀山ロータリークラ
ブの会長、幹事様ようこそいらして頂きました．
どうぞ楽しんで下さいますよう宜しくお願い
致します．親睦・家族委員の皆様、お世話にな
ります．
田中 通：周年例会おめでとうございます！世古
口さんのお琴もとても楽しみです．
沖

俊成：36 周年を祝して．

藤野恵子：世古口会員、津奈乃会の皆様，本日の
演奏楽しみにしております．親睦の皆様御世話
お掛けします．よろしくお願いします。
柴田友美：36 周年をお祝い申し上げます．
小林英将：36 周年おめでとうございます．
神野由美：おめでとうございます．本日もお邪魔
させていただきました．
藤田 充：36 周年記念おめでとう．
伊藤義一：36 周年記念おめでとうございます．
川岸光男：創立 36 周年記念、今後も西ロータリ
ーの発展を祝って．
野間芳実：親睦委員の皆様、本日は楽しい企画を
して頂き有難うございます．
岸本春雄：創立 36 周年おめでとうございます．
亀山ロータリークラブ会長、幹事さん、美保さ
んようこそ．
岸本歩美：創立 36 周年おめでとうございます．
じいちゃんをよろしくお願いします．
川戸広樹：36 周年おめでとうございます．
加藤 稔：創立 36 周年記念例会おめでとうござ
います．みなさんでお祝いしましょう．
杉﨑雅代：コロナ収束の見えない中、記念例会が
開催されますことお喜び申し上げます．
森喜代造：本日は山崎ていじ様、ロータリー創立
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会報発行担当：
川戸広樹
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