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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; 

2021 年 6 月 22 日(火)第 1657 回例会 

例会場：オーシャンテラスホテル＆ウェディング 

開始: 18：30 終了: 21：00 

例会進行: 藤井光彦 ＳＡＡ 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング： 奉仕の理想 

ソングリーダー：服部高宣会員 

ゲスト：米山記念奨学生 ブン・ティ・フｳン様 

横山加代美様（世古口弘子会員ご同伴者） 

ご家族様：勇まり子様 岩崎千津代様 岸本 

歩美様 岸本祐也様 森 頼子様 柴田 

玲夏様 世古口緑様 

 

会長挨拶          森 豊 会長 

皆さん今晩は．こうして例会で顔合わせするのが、す

ごく久し振りで御座います． 

新型コロナウイルスで三重県緊急警戒宣言が発令され

て、まん延防止等重点措置まで発令され 2 ヶ月ぶりの

例会です．それも最終例会で私の年度の例会は今回

が最後になりました．1 年間が長いようで短くも感じまし

たが、親睦家族例会については、１００％出来たよう

に思います．ワインの飲み比べの夜間例会から始まり

近江方面へのバス旅行、クリスマス会で山崎ていじさん

の歌謡ショー、創立３６周年記念例会で世古口会員

のお琴の演奏、そして今日は森喜代造さんの電子サッ

クスの演奏と親睦を深める事が出来ました．社会奉仕

では知的障害者自立支援と致しまして和順学園に遊

具の贈呈も出来ました．又、深谷公園の花の植替え

を 10 月と５月に行う事が出来ました．すごく綺麗にな

っていますので、お散歩も兼ねて一度見に行って下さい． 

４月から米山記念奨学生のブン・ティ・フｳンさんが加

わりましたので、クラブが若返り明るい例会が出来ると思

います．これから第一例会がとても楽しみです． 

何はともあれ、こうして無事に終える事はパスト会長

はじめ各委員長、会員の皆さんのご協力のお陰で御座

います．大変お世話になりました．有り難う御座いまし

た． 

次回７月から田中、沖年度がスタートします．次年

度は益々鈴鹿西ロータリークラブが発展するよう祈願致

しまして最後の挨拶と致します．本当にありがとうござい

ました． 

 

幹事報告         勇 理維子 幹事 

1. 第 16 回 理事、役員会決議報告 

 大泉源之会員，藤井光彦会員の退会につ

いて・・・承認． 

 その他 

(ア) 地区からのポリオプラス基金寄付 30 ドルの

要請(6/4 付け)に対し，鈴鹿西 RC として

半額の 15 ドルをクラブから拠出する．・・・承

認． 

2. 次期（第 2 回）理事、役員会決議報告 

 2021-2022 年度年間プログラム案につい

て・・・下記の修正を加え，添付資料の通り

承認． 

・7/13 クラブ協議会の時間を 10:30-11: 

20 に修正． 
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・PETS が 3/26 開催予定なので前後の例会内

容を入れ替える． 

・3/15 創立 37 周年記念例会 

・3/29 2022 年度会長エレクト研修セミナー 

の報告 

 2021-22 年度収支予算案について・・・添

付資料の通り承認 

 ロータリー財団寄付金、米山奨学会特別寄

付金を会費と合わせて徴収することについて 

・財団 ＄150（上期）／1 人当たり 

・米山 ￥3000（下期）／1 人当たり 

・・・承認 

 名誉会員（末松則子鈴鹿市長）の継続に

ついて ・・・承認 

3. 次期（第 3 回）理事、役員会決議報告 

 ７月～８月度プログラムの確認・・添付資料

の内容説明後 全員 承認 

 委員会構成について（修正版）・・添付資

料の内容説明後 全員 承認 

 収支予算案について（修正版）・・添付資

料に基づき説明 討議後 全員 承認 

 その他   クラブジャンパー作成について  

L サイズ ５着 M サイズ５着 計１０

着・・・ 全員 承認 

4. 2021 年 6 月のロータリーレートは、 １ドル＝

109 円とＲＩ日本事務局より連絡がありました． 

5. 名張中央ロータリークラブ例会時間変更のお知ら

せ 

（7 月～）毎週水曜日 第 2・4 週 12：30

～，第 1・3・5 週 18：00～ 

例会場 名張市産業振興センター内 

6. ロータリーの友事務所より、「ロータリー日本 100

年史」のご案内を頂いております． 

7. 日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせが届いて

おります． 

8. 第 1 回ロータリー財団セミナー（7 月 24 日開催

予定）中止のご案内をいただいております． 

9. 国際青少年交換 2022-23 年度夏期派遣学

生募集についての再案内が届いております． 

10. 今年度（2020-21 年度）の活動報告書作成

につき、原稿がまだの方は 6 月 30 日（水）まで

に事務局へ提出ください． 

11. 受贈誌：ＢＲＣ（Braille Red Cross）つう

しん№82（日本赤十字社三重県支部点訳奉

仕団） 

 

委員会報告       

 退会ご挨拶    藤井光彦会員  

 

出席報告      眞弓純一 出席委員長 

正会員 36名中 20 名出席．出席率：71.42％ 

 

ニコニコボックス報告 

森 喜代造 親睦・家族委員 

          順不同・敬称略 

※多額 

※森 豊：今日はオーシャンテラス藤井さん、御世話

になります．本日は私の最後の例会です．一年間、

皆さんには大変お世話になりました．ありがとうござい

ました．特に親睦の皆さんには大変お世話になりま

した．ありがとうございました． 

※山崎ていじ：家族例会開催おめでとうございます． 

※世古口弘子：会長様、幹事様ご苦労さまでした． 

勇 理維子：今年度最後の例会となりました．一年

間お世話になりました．あまり役割が果たせず皆様

にご迷惑をおかけしましたが、その分会長が頑張って

くれました．今日は楽しく一日を過ごしたいと思いま

す． 

世古口 緑：お世話になります． 

藤井光彦：森会長、勇幹事、一年間お疲れ様でした．

加藤委員長はじめ親睦委員の皆様、最終例会あり

がとうございます． 

岸本春雄：藤井さんお世話になります．最後と言わ

ず、ずーっと仲良くして下さい． 

岸本歩美：本日もお願いします．😊♡ 

藤野恵子：森会長、勇幹事、一年間ご苦労様でした．

コロナで例会が少なく、もう一年やってもよいのでは？
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いかがですか？親睦さん、今日はありがとうございます． 

沖 俊成：森さん、勇さん、コロナの中で一年間ありが

とうございました． 

藤田 充：役員の皆さんには大変お世話になりました．

ありがとう． 

岩崎 透：親睦の皆様お世話になります． 

岩崎千津代：何時もお世話になります．今日もよろし

くお願いします． 

田中 通：森・勇年度の大成功おめでとう！田中・沖

年度もよろしく． 

柴田友美：今年一年、森会長、勇幹事ありがとうござ

いました．今日は娘と出席しましたのでよろしく！ 

服部高宣：森会長、勇幹事 お疲れ様でした． 

伊藤義一：とうとう最終例会となりましたが、皆様とは

久しぶりです． 

眞弓純一：森会長、勇幹事、一年間お疲れ様でした． 

野間芳実：森豊会長、勇幹事、一年間有難う御座

いました． 

加藤 稔：親睦・家族委員会に御協力頂きありがとう

ございました． 

若林忠義：最後の親睦会を無事に迎えることが出来

ました．新年度はコロナがなくなることを祈念します． 

杉﨑雅代：コロナ禍の中，森会長、勇幹事長様お

疲れ様でした． 

森 喜代造：役員のみなさんには一年間お世話になり

ました．次期役員の皆さんよろしくお願いします． 

 

本日のプログラム 

 「最終親睦・家族例会」 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

会報発行担当：江藤隆仁 

 


