The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630

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;

第 1655 回例会 2021 年 4 月 13 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： 我らの生業
ソングリーダー： 服部高宣会員
ゲスト：2021 学年度ロータリー米山記念奨学生

ので名前を変えたかも知れませんが大丈夫でしょ

ブン ティ フｳン様
会長挨拶

うか．第４波の波が大きくなる事無く収まって欲し
いものです．

森 豊 会長

10 日の土曜日にはイスのサンケーホールにて恵

皆さんこんにちは．先ずゲストのご紹介をさせて

頂きます．２０２１学年度米山記念奨学生ブン テ 美子乃会の主催で唄と踊りで何とも格式高い舞踊
フウン様です．ブン ティ フウンさんはベト でした．鈴木美保様のお子様も出演され、とても可

ィ

ナムから来日され鈴鹿大学

国際人間科学部の 4 愛らしかったです．
4 歳で踊れるには大変な苦労だったと思います．岡

年生です．後ほど、ご挨拶を頂戴致します．

先週タイの前田さんから LINＥで、7 日にトンロ 田信春さんの孫と末松則子市長も出演されて素晴
ー、ブロンボンエリア、飲み屋がクローズしたそう らしいものを拝見させて頂きました．
です．日本大使が新型コロナウイルスに感染した件 そしてゴルフのマスターズが有りまして、昨日の朝
ですが、どうやらクリスタルと言う名前のバーだそ に最終ラウンドを TV で見ていましたが何と８５年
うです．トンローソイ２５に有り 20 人以上の陽性 目に日本人初、マスターズ制覇しました松山英樹
者が出ていて大使館も 10 名のうち 8 名の陽性反応 29 歳が見事優勝しました．１８歳から毎年挑戦し
が出たそうです．今、日本でも大阪府をはじめ新型 て、やっと実現したのですからとても素晴らしい事
コロナウイルスの拡大で、まんぼう、と言われてい です．
15 日に 3 クラブのゴルフコンペが三鈴カントリ

ます．まん防とは、
（まん延防止等重点措置）だそ

うです． 特別警戒宣言では、またかと言う感じな ー俱楽部で有りますが、鈴鹿西ロータリークラブの
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る教育を行うロータリアンの写真が紹介されて
います．LGBTs のことも触れられていますが，
2005 年のシカゴ大会の後に，カナダのトロント
で行われた世界初の 100 万人を超えたパレード
PRIDE Parade を思い出します．当時の世界はプ
ライバシー問題に切り込んでいましたが，それで
も LGBT 問題との関連を切り離していたので，あ
メンバーから優勝者が出るのを期待していますの

の PRIDE Parade の持つ意味が大きかったよう

で参加される方は頑張って頂くよう宜しくお願い

に感じます．

致します．
今日は次年度の計画についてのプログラムとな

「大学との連携」では，職業教育について触れ

っています．田中会長エレクト、沖次期幹事、宜し

ていますが，鈴鹿・亀山グループは次年度も講師

くお願い致します．

派遣を行いますので，ご理解とご協力をお願いし
ます．

幹事報告

勇 理維子 幹事

1. 「第 24 回すずかフェスティバル」
（7 月 31 日・

縦書き p.9 で紹介されています江戸川乱歩の

8 月 1 日開催）は新型コロナウィルス感染拡大防 孫，平井憲太郎氏は，実は私も地区ローターアク

ト小委員会時代にお世話になった方です．また，

止のため中止との案内をいただいております．

2. 次週 4 月 20 日（火）例会終了後、第 14 回理事・ 鈴鹿ベイ RC さんが F1 開催時に鈴鹿サーキット
役員会を事務局において開催いたします．

内で開く「友愛の広場」でも度々来鈴されていま
す．地区委員になると，日本中のロータリアンと
知り合いになれるのも魅力のひとつです．

委員会報告
＊4 月度諸事お祝い
【結婚記念日】仲村義昌・千鶴子様，若林忠義・
千恵子様，鈴木英夫・ゆかり様

＊ロータリーの友 4 月号紹介
田中 通 クラブ広報委員
今月号の特集は「母子の健康月間 - 日本の母
子にできること」(p.7)と「大学と連携 - 座学と
実習で職業を身近に！」(p.14)です．日本の性教
育も随分と変わってまいりました．妊娠に関連す
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本日のプログラム

＊米山記念奨学生・カウンセラー研修会、オリエ

【クラブ協議会】

ンテーションの報告

次年度に向けて

伊藤義一 2021 年度米山カウンセラー

田中通 次期会長

＊2021 学年度ロータリー米山記念奨学生

沖俊成 次期幹事

ブン ティ フゥン様 ご挨拶

出席報告

次期幹事報告
1. 第 1 回 次期理事・役員会報告

藤田充 出席委員

1）2021-22 年度委員会構成について・・承認

正会員 36 名中 17 名出席．出席率：62.96％

2） その他

ニコニコボックス報告

(1) 例会時間を 11:30 開始，12:30 終了とし，

若林忠義 親睦・家族副委員長

例会終了後にお弁当を持ち帰る方式に変更

順不同・敬称略

森

豊：ブン

・・・承認．新型コロナウイルス感染症感

ティ フゥンさんようこそお越しい

染拡大防止のため．

ただきました．歓迎します．田中次期会長、沖次

(2) Zoom によるオンライン例会をできる限り

期幹事クラブ協議会よろしくお願いします．
勇理維子：ブンさんようこそいらっしゃいました．
次期会長、幹事、今日はクラブ協議会宜しくお願

・・・4/13(火)のクラブ協議会でも練習の
時間を設ける．

いします．

2. 委員会構成の発表

杉﨑雅代：先日職場例会でいただいたツツジの苗木

・活動計画書は印刷の都合上，4 月 30 日(金)ま

を店先に置きましたら、翌日のオリンピック聖火

でにお知らせください．

リレーの写真にランナーと一緒に写りました．ラ

・会員名簿作成につき，変更がある方は会員名簿

ッキー！記念になります．

用資料提出も 4 月 30 日(金)までにお願いしま

若林忠義：ブン ティ フｳンさん、ようこそお越し

す．

下さいました．
沖

開催する

3. 2021 年地区研修・協議会の冊子を配布

俊成：米山奨学生 ブン ティ フゥンさんよう

出席者の方は携帯の上、4/18（日）のオンライ

こそ．また皆様、先日の職場例会ようこそお越

ン会議に御出席（視聴）ください．

し下さいました．
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4. 教師部会のご案内

7. Zoom によるオンライン例会の練習

日時：2021 年 5 月 9 日（日）
14：00～16：00 （受付 13：30～）
場所：ホテルグランヴェール岐山
出席者：次期会長、次期インターアクト委員長、
顧問教師

5. 第 44 回インターアクト年次大会開催について
開催日：2021 年 8 月 1 日（日）
受付

11：30～12：30

点鐘 12：30～

閉会 15：40
会場及び宿泊場所： 岐阜グランドホテル
ホスト校：岐阜県立加納高等学校
スポンサーＲＣ：岐阜南ロータリークラブ

6. 木幡さんの訃報の報告

会報発行担当：田中 通
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