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鈴⿅⻄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・⻲⼭グループ;  

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 7 ⽉ 6 ⽇(⽕)第 1658 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4 階 ⼤ホール 

開始: 11︓30 終了: 12︓15 

例会進⾏: 服部⾼宣 副ＳＡＡ 

点鐘: 会⻑ ⽥中 通 

ソング︓ 君が代 奉仕の理想 

ソングリーダー︓勇 理維⼦会員 

ゲスト︓⽶⼭記念奨学⽣ ブン･ティ･フゥン様 
     
会⻑挨拶          ⽥中 通 会⻑ 

みなさん，こんにちは．Rotary 新年度おめでと

うございます．今年度は会⻑に私，⽥中通，幹

事に沖俊成会員の体制で船出しました．1 年間よ

ろしくお願いします．それでは今年度第１例会

に来ていただきました素敵なゲストを紹介させ

ていただきます．⽶⼭記念奨学⽣ ブン・ティ・

フゥンさんです．(ブン・ティ・フゥンさん起⽴・

会釈) 

ようこそ鈴⿅⻄ロータリークラブへ． 

ブン・ティ・フゥンさんは現在鈴⿅⼤学 4 年⽣

で，ベトナムから来ていただきました．後ほど

ひとことご挨拶いただきます． 

さて，改めまして会⻑挨拶を続けさせていた

だきます．この度，2021-2022 年度 鈴⿅⻄ロ

ータリークラブ第 37 代会⻑を拝命することと

なりました⽥中通です． 

 
伝統ある鈴⿅⻄ロータリークラブの歴史を振り

返り，その責任の重さを感じるとともに，皆様

と共に奉仕の理想に向かって歩んでいけること

に喜びを感じています．クラブの中では若輩者

ではありますが，精⼀杯がんばらせていただき

ます． 

シェカール・メータ RI 会⻑は今年度のテーマ

「SERVE TO CHANGE LIVES - 奉仕をしよう 

みんなの⼈⽣を豊かにするために」を提唱しま

した．そして，国際ロータリー第 2630 地区 浦

⽥幸⼀ガバナーは地区⽅針に「つねに超我の奉

仕を胸に」を掲げられました．私達は「奉仕を

しよう みんなの⼈⽣を豊かにするために」を推

進しつつ，「超我の奉仕」を理解して奉仕を実践

していきましょう． 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響が

出始めて 3 年度⽬になります．感染病の収束ま

では会員，会員家族，会員企業・団体を守るため

に，随時，対応した例会変更，つまり， 
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l 11:30 開始 
l 45 分の短縮例会 
l 例会後のお弁当持ち帰り 

を軸に例会変更をお願いすることも少なくないかもしれ
ません．そして，可能な限り 
l オンライン例会 

を開催し，COVID-19 禍で例会場に⾜を運びにく

い会員へも例会への扉を開き，併せて新常態を

迎える時代への礎にしていきたいと考えており

ます．  

さて，お気づきかと思いますが，後ろに複合

機やテーブルの⼭が準備されています．この会

場(鈴⿅商⼯会議所 4F ⼤ホール)で集団接種を

⾏いますので，9⽉くらいまでは違うレイアウト

が続くかと思います．しかしながら，ワクチン

接種も進み始め，この感染症の収束が⾒えてき

つつある年度になるのではないかと希望が⾒え

てきました．みんなで協⼒して感染拡⼤防⽌に

努め，⼀⽇も早い⽇常を取り戻し，笑顔と笑い

声に溢れる例会を取り戻しましょう． 

さて，2021-2022 年度 国際ロータリー第

2630 地区 浦⽥幸⼀ガバナーより新年度メッセ

ージを頂いておりますので，読み上げさせてい

ただきます． 

「皆さんこんにちは 新しい年度が来ました 

希望の⽇です 

コロナに打ち勝ち 本来のロータリーに⽴ち返

るための⽇です 

原点を思い出しましょう 

ロータリーの基盤は親睦にあり  

ロータリーの親睦は例会に出席することから始

まります 

例会は⾃⼰の意識を成⻑させる場であり 例会

に出席することによって⾒識が広がり 

こころが磨かれ 奉仕のきっかけを得ることが

できます 

⼊りて学び 出でて奉仕 

例会のゴングと共に さぁ皆さん 

私が申し上げた ⽇本らしい超我の奉仕を胸に 

復活しましょう 

国際ロータリー第 2630 地区  

ガバナー 浦⽥幸⼀」 
 
最後に⼀点，連絡事項がございます． 

本⽇ 12:40 より 2022-23 年度理事・役員候補

者，並びに 2022-23 年度鈴⿅・⻲⼭グループガ

バナー補佐候補者の指名について，指名委員会

を開催いたします．委員会メンバーは，昼⾷を

例会場においてお済ませの上，事務局にご参集

ください． 

これを持ちまして，最初の会⻑挨拶を終わら

せていただきます． 

改めまして⽥中・沖年度の 1 年をよろしくお

願いします︕ 
 
幹 事 報 告         

沖俊成 幹事 

1.当クラブ例会
変更のお知らせ 

＊7 ⽉ 20
⽇（⽕）祝⽇規定により休会 

2.鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変更のお
知らせ 

 鈴⿅シティＲＣ︓７⽉７⽇（⽔）・14 ⽇
（⽔）・21 ⽇（⽔）・28 ⽇（⽔）１９︓０
０〜１９︓４０ 新型コロナウイルス感染拡⼤
防⽌の為、短縮例会  

  ⻲⼭ＲＣ︓7 ⽉ 12 ⽇（⽉）例会場使⽤できな
いため堀⽥建設（株）事務所 
7 ⽉ 19 ⽇（⽉）職場訪問例会のため（株）
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川瀬⽊⼯業所 
7 ⽉ 26 ⽇（⽉）例会場使⽤できないためロータ
リー事務所・短縮例会 

※コロナ感染症防⽌のためビジター訪問・受付はご遠
慮ください。 

3.2021-2022 年度会員必携を配布してございます。 
4.2021-2022年度上半期会費納⼊について 

⾦額￥136，350- 

内訳  通常会費（2021 年 7 ⽉－12 ⽉）

￥120,000 

ロータリー財団寄付⾦（＄150相当） 

￥16，350 

振込先 百五銀⾏平⽥町駅前⽀店  普通預⾦ 

206775 鈴⿅⻄ロータリークラブ 

振込期限 2021年 7 ⽉ 15⽇ 

5.2020-21 年度下半期ニコニコボックス費の領収書
（家族分含む）を配布してございます． 
6.2021-2022 年度鈴⿅・⻲⼭グループ会⻑・幹事

懇談会，ガバナー公式訪問合同例会，ＩＭ開催
のご案内 
開催⽇︓2021 年 8 ⽉ 28 ⽇（⼟） 
会 場︓コンフェット鈴⿅平安閣 
スケジュール︓１１︓００〜１２︓４０   

ガバナー・会⻑・幹事懇談会 
   （出席者︓ガバナー・各クラブ会⻑、幹事） 
   １２︓４５〜 受付 
   １３︓３０〜１４︓３０   

ガバナー公式訪問合同例会 
 １４︓４０〜１７︓３０   

インターシティミーティング（IM） 
※当クラブは 8 ⽉ 31（⽕）の例会を変更します． 

7.2020-21 年度ガバナー事務所閉鎖（6 ⽉末） 
および地区⼤会事務所（6 ⽉末）閉鎖のお知らせ 
を頂いております。 

8.2021－2022 年度ガバナー事務所ならびに地区 
⼤会事務所開設のお知らせを頂いております． 

9.ガバナー⽉信 7 ⽉号 訂正について 
  ≪訂正箇所≫2021-22 年度 地区⾏事予定表

（上半期） （15 ページ） 
１０⽉１６⽇ R財団部⾨集中セミナー →  
１０⽉１７⽇ （⽇）（開催⽇訂正) 

10.地区世界社会奉仕（ＷＣＳ）補助⾦申請のご
案内 

  ＊補助⾦申請受付及び交付決定までの⽇程 
   第 1回 2021 年 8 ⽉ 31 ⽇（⽕）締切  

同年 10 ⽉末交付予定 
   第 2回 2021 年 12 ⽉ 24 ⽇（⾦）締切 

 翌年 2 ⽉末交付予定 
11. 2021年7⽉のロータリーレートは、 １ドル＝111
円とＲＩ⽇本事務局より連絡がありました． 

12.ロータリー⽂庫運営委員会拠出⾦（分担⾦）が
2021 年 7 ⽉より 300 年/年から 200円/年に
減額となりました． 

13.「ロータリー⽇本 100 年史」について回覧致します。
購⼊希望の⽅は事務局までお申込みください． 

14.次週 7 ⽉ 13 ⽇（⽕）第 1回 樋⼝政司ガバナ
ー補佐訪問です。 10︓30〜のクラブ協議会に
は理事・役員・各委員⻑、新会員に出席をお願
いしております。委員⻑でクラブ協議会に⽋席の
⽅は代理の⽅をお願いいたします．また、本⽇配
布の 2021-22 年度会員必携をご持参ください． 
例会は 11︓30〜12︓30 です．  

15.受贈誌︓2021-2022 年度活動計画書 
（鈴⿅ＲＣ，⻲⼭ＲＣ，津北ＲＣ） 

 
本⽇の⾏事 

＊新・旧会⻑・幹事の引継 バッジの交換 

森 豊前会⻑、勇理維⼦前幹事に花束贈呈 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

4 
 

＊委嘱状の授与 

   地区職業奉仕委員会委員 服部⾼宣様 

 
委員会報告 

＊⽶⼭奨学⾦贈呈 

          ブン・ティ・フｳン様 

 
＊7 ⽉度諸事お祝い 

加藤 稔 親睦・家族副委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】︓追⼿⾵直樹会員 柴⽥友美 

   会員 ⼭崎ていじ会員 伊藤雅⽂会員 

 
＊ロータリーの友 7 ⽉号紹介  

川⼾広樹 クラブ広報委員⻑  
  
 
 
 
 
 

 
＊ゴルフ取切り戦の報告 

2020-21 年度加藤 稔ゴルフ部会会⻑ 

 今年度のゴルフ部会の取り切り戦を、6 ⽉ 17 ⽇・
18 ⽇に伊勢⽅⾯の近鉄浜島カンツリークラブ・近鉄賢
島カンツリークラブで⼆⽇間に亘り⾏いました． 
前⽇は、⾬で⼼配しておりましたが、両⽇ともにお天気
に恵まれ、総勢 8名の⼆組で開催しました． 
1 ⽇⽬は、近鉄浜島カンツリークラブで優勝者は、⼭崎
ていじさん 準優勝は私、加藤で終わりましてその夜は、
発表も兼ねて賢島の宝⽣苑で楽しく⼣⾷（宴会）を
致しました． 
2⽇⽬は、近鉄賢島カンツリークラブで藤井会員と服部
会員が交代をし、同じく 2組 8名でスタートしました． 
その⽇は、プレー終了後成績発表致しましたところ、な
んと私が優勝、準優勝は、岸本春雄さんでした． 
今度は、総合優勝という運びになるのですが、森前会
⻑にお願いして NET 計算をしてもらったところ、２⽇間
の総合優勝をさせていただきました．くしくもその⽇は、
私の誕⽣⽇ということで良いプレゼントとなりました． 
また、これからのゴルフ部会を盛んにしたいので、次年度
は、今回参加されなかった⽅も是⾮、参加していただき
た い と思い ま
す． 
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＊2020-21 年度年間出席率表配布について 
      
出席報告       川岸光男 出席委員⻑ 

正会員 34名中 25名出席．出席率︓89.28％ 

 
ニコニコボックス報告 

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑ 
          順不同・敬称略 

※多額 

※河⽥勝正︓⽥中会⻑、沖幹事の前途を祝して 
－． 

※⽥中 通︓⼀年よろしくお願いします︕ 
※沖 俊成︓幹事として⼀年間、お世話になります．
がんばります． 

※加藤 稔︓⽥中、沖丸の船出おめでとうございま
す． 

※森 豊︓昨年度⼀年間、皆様にお世話になりました．
⽥中、沖年度今⽇から出港ですね．⼼からお祝
い申し上げます． 

 勇理維⼦︓⽥中会⻑、沖幹事 いよいよですね．
⼀年間宜しくお願い致します． 

藤野恵⼦︓⽥中会⻑、沖幹事⼀年間よろしくお願い
します． 

森喜代造︓今年度の新役員の皆様⼀年間お世話に
なります． 

江藤隆仁︓新年度スタート宜しくお願いします． 
伊藤雅⽂︓森会⻑、勇幹事お疲れ様でした．⽥中

会⻑、沖幹事 宜しくお願い致します． 
⾐斐信⾏︓⽥中会⻑、沖幹事⼀年間お疲れ様です．
宜しくお願いします． 

⼭崎ていじ︓もう⼀年経ちました．今後とも宜しくお願
い申し上げます． 

川⼾広樹︓⽶⼭奨学⽣ ブン・ティ・フｳンさんようこそ．
⼤阪での仕事 7 ⽉で終わりこれからは出席できる
と思います．よろしくお願いします． 

若林忠義︓新年度おめでとうございます． 
岩崎 透︓祝︕⽥中・沖丸の出航．楽しくやりましょ
う． 

岸本春雄︓⽥中・沖年度の活躍を祝す．クラブの
益々の充実を祈る． 

野間芳実︓⽥中・沖丸の⾨出を祝して．ブン・ティ・フ
ｳンさんを歓迎して． 

柴⽥友美︓⽥中・沖年度のスタートをお祝い申し上げ
ます．会員の皆様には新年度も宜しくお願いしま
す． 
6 ⽉ 26 ⽇の「ＢＳ⽇本のうた」演歌名⼈戦に天
童よしみさん、坂本冬美さんと共に出演された⼭
崎ていじさんの歌声は素敵でした． 

眞⼸純⼀︓新年度 1 年間宜しくお願いします． 
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本⽇のプログラム 

 「追⼿⾵部屋の⽅々をお迎えして」 

（動画配信） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・鈴⿅警察署表敬訪問 2021.07.08(⽊)10︓00 

 
 
・鈴⿅市役所表敬訪問 2021.07.08(⽊)13︓00 

 
 

 
 
 
 

会報発⾏担当︓川⼾広樹 


