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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;

は延長されずに終了されると思いますが県独自の特別警

第 1656 回例会 2021 年 5 月 25 日(火)
例会場: 深谷公園
開始: 10：40 終了: 12：00
例会進行: 衣斐信行 副ＳＡＡ
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

戒宣言が出されないか心配です．
私は５月１２日に新型コロナウイルスワクチンの第 1 回
目の接種を受けました．
2 回目は６月２日です．それから 2 週間後には抗体が
出来ますので少しは安心出来るかなと思っています．昨
日から東京、大阪府の大規模接種会場で集団接種がス
タートしました．鈴鹿も集団接種が早く開始される様に期
待をしています．６５歳以上の方は、なるべく早く予約を
して予防接種を受けて下さい．
５月場所が２３日で終わりましたが、最初は無観客で

会長挨拶

した．９日からは観客を入れて開催となりました．22 日

森 豊 会長

の土曜日は照ノ富士と遠藤関の対戦でした．際どい所で

皆さんこんにちは．今日は深谷公園の花壇の植替えと

したが遠藤関の勝利でした．今回は遠藤関の優勝かと期

植栽です．まん延防止等重点措置の期間中にも拘らず

待しましたが残念ながら逃してしまいましたので名古屋場

多数のご参加を頂き有り難うございます．

所に期待したいと思います．名古屋場所も観客を半分に

4 月１９日に三重県独自の特別警戒宣言が発令さ

して入場出来るとしていますので観戦に行きたいです．

れ５月１１日には、終わるのかと思いきや５月９日から

今日は豪華お弁当と聞いています．自宅に帰りアルコ

５月３１日まで、まん延防止等重点措置が新たに追加

ールを飲みながら頂きます．コロナウイルスが、だんだん迫っ

され飲食店では当然営業は夜８時までの時短要請でア

て来ています．手洗い、手指の消毒、マスクの着用、予防

ルコール類の提供が終日出来なくなりました．来店された

接種を宜しくお願い致します．気の緩みから感染に導きま

お客様がビールも飲めないと聞くと帰られる人が、たくさんい

す．お互いに注意しましょう．

らっしゃいます．５月３１日にはまん延防止等重点措置
1

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
4. 地区ガバナーエレクト事務所より、地区研修・
協議会（4 月 18 日）出席の礼状が届いており
ます．
5. 2021 年 9 月第 2 土曜日開催予定の鈴鹿げんき
花火大会 2021 は、新型コロナウィルス感染拡
大の影響を鑑み中止とのお知らせが届いてお
ります．
幹事報告

6. ロータリーの友事務所より 5 月業務運営（在宅

勇 理維子 幹事

勤務+時差出勤）について案内が届いておりま

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変

す．

更のお知らせ

7.地区ガバナー事務所より日本のロータリ―

鈴鹿シティＲＣ：５月２６日（水）臨時休会

100周年を祝う会 記念式典・祝賀会オンライ

鈴鹿ベイＲＣ：５月２７日（木）特別休会

視聴のご案内が届いております.

亀山ＲＣ：5 月 31 日（月）臨時休会

8. 8月1日（土）岐阜で開催予定の第44回インターア

鈴鹿ＲＣ： 5 月 26 日（水）臨時例会

クト年次大会は、オンライン開催を基本とするご案内

※新型コロナウィルス感染拡大防止のためビジ

が届いております.

ター訪問・受付はご遠慮願います．
2. 第 15 回理事・役員会決議報告
＊5 月度・6 月度プログラムの確認
5/18 ガバナー公式訪問 3 クラブ合同例会中止
⇒ 臨時休会
5/25 深谷公園環境整備 八野就労支援センタ
ー・八野生活介護センターからの参加はお断りする。
6/ 1 クラブ協議会 地区研修・協議会の報告
・・・米山奨学生ブン・ティ・フゥンさんと担任の松井義
司先生が来場．
6/ 8 クラブ協議会 次期事業計画について，次期

出席報告

に向けて

藤田充 出席委員

正会員 36 名中 20 名出席．出席率：71.42％

例 会終 了後 ，現 ・ 次期 合同 理事 ・ 役員 会 を開
催．

ニコニコボックス報告

6/15 プログラム 年次報告

SAA 委員長 藤井光彦

6/22 親睦・家族 本年度最終例会
・・・オーシャンテラスにて開催．18:30 例会開始．

順不同・敬称略

会費 3000 円(会員・家族)

森

6/29 特別休会

豊：今日は社会奉仕で花の植替えで沢山の参加
有難うございます．

3. 2021 年 5 月のロータリーレートは、 １ドル＝

勇理維子：今日の作業、宜しくお願いします．さわ
109 円とＲＩ日本事務局より連絡がありました．
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やかなお天気になってよかったです．いい汗かい
て、後でいただくお弁当が楽しみです．
小林英将：本日は天気になってよかったです．作業
は安全に楽しくしましょう．
田中 通：天気で良かったです．今日はかんばりま
しょう.
岩崎 透：小林さん、いつも有難うございます．
沖

俊成：皆様、ご苦労様です．

岸本春雄：今日はご苦労様です．次期社会奉仕委員 記者レビュー：今日は、久しぶりのロータリーの活
長です．何も出来ないのでご協力お願いします． 動日、午前１０:30 現地集合である. したり顔して
9：30 に現地へ参じた。ところが、現地は小林社会

加藤 稔：今日は御疲れ様です．

奉仕委員長のもと、会長幹事、理事役員をはじめ各

本日のプログラム

委員長方が 9：0０に集合して花壇の花植準備をほ

「深谷公園・花壇整備と花の植替え」

とんどこなされていた. “苦労様でございます”と

小林英将 社会奉仕委員長

つい尊敬の念を以ってご挨拶させて頂いた. 例会
は、お決まりの形式で始まった. 歌もうたった. 珍
しく温かい小春日和の中、野の花の薫、色彩を堪能
し、コロナ禍中の寂しさも手伝って、会員お互いに
心を温くしてワイワイと作業を完成させた. 最後
に、これまた心づくしの素晴らしい高級弁当が用意
されていた. 幸せ感を満喫して散会した.
会報発行担当：岩崎 透
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