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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;

ますので，よろしくお願いします．

2021 年 7 月 13 日(火)第 1659 回例会

さて，本日は楽しみにしておりました AG 訪問

例会場：鈴鹿商工会議所 4 階 大ホール
開始: 11：30 終了: 12：30

例会です．ゲスト・ビジターには鈴鹿 RC から特

例会進行: 服部高宣 副ＳＡＡ

別なお三方に来ていただいております．

点鐘: 会長 田中 通

国際ロータリー第 2630 地区 鈴鹿・亀山グルー

ソング： 我らの生業

プ ガバナー補佐 樋口政司様

ソングリーダー：勇 理維子会員

IM 実行委員長 松嶌康博様，三船正美様，本日

ゲスト・ビジター：

はよろしくお願いします．
さて， 例会に先立ち 10:30 からクラブ協議

鈴鹿・亀山グループガバナー補佐

会を行いました．委員長の皆さま方からの今年

樋口政司様（鈴鹿ＲＣ）
ＩＭ実行委員長 松嶌康博様（鈴鹿ＲＣ）

度の活動予定/報告の発表に，AG の素晴らしい

三舩正美様（鈴鹿ＲＣ）

講評をいただきました．また，去る 7 月 8 日(木)
には，樋口 AG と鈴鹿市内 4 クラブの会長・幹
事・広報委員長の 13 名で 10:00 から鈴鹿警察
栁生署長に表敬訪問，そして 13:00 からは鈴鹿
市 末松則子市長への表敬訪問をさせていただ
き，活発な意見交換をさせていただきました．
ちょうどこの例会場で職域接種が行われる日で，
新型コロナウイルス感染症に関して鈴鹿市内の

会長挨拶

ワクチン接種状況などが話題に上げられました．

田中 通 会長

みなさん，こんにちは！先週は多くの会員の皆

鈴鹿商工会議所は全国で 1 番早く職域接種の集

様にご協力いただきまして，無事に今年度第 1

団接種会場として手を挙げていましたので，

例会を開催することが出来ました．誠にありが

鈴鹿市がメディアでも注目されておりました．

とうございます．

鈴鹿市はワクチン接種がスムーズで在庫率が低

89.28%と久しぶりの高い出席率を皆さんから

いので，当初の要望以上の割り当てが回ってき

の期待と受け止め，しっかりとがんばっていき

ているそうです．
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＊正誤表配布

ちなみに，本日 7/13 8:30 現在の鈴鹿市の接種
率は，全人口 198,353 人に対して，1 回目は

4.津ＲＣ様より 2021-2022 年度日赤点訳奉仕

26.6% の 53,784 人 ， 2 回 目 は 18.2% の

団 資材協力についてご案内を頂いております。
5.7 月 27 日（火）例会終了後、第 5 回理事・

36,088 人が接種されています．

役員会を事務局において開催いたします．

早く日常を取り戻し，通常例会に戻りたいもの

6.受贈誌：2021-2022 年度計画書（鈴鹿シテ

です．

幹事報告

ィＲＣ，四日市北ＲＣ、津ＲＣ）

沖 俊成 幹事

委員会報告

1.2020-21 年度第 17 回理事・役員会決議報告

＊鈴鹿・亀山グループ インターシティミーテ

・第 37 期収支決算について・・・添付資料に基づ

ィングについて

き承認

ＩＭ実行委員長 松嶌康博様

2.2021-22 年度持ち回り臨時理事・役員会決議
報告
出席報告

1）Web サイトでの会報公開について

川岸光男 出席委員長

正会員 34 名中 25 名出席．出席率：86.20％

鈴鹿西 RC Web サイトでの会報は公開を原則と
し，記事・ニコニコボックスの内容について非公開

ニコニコボックス報告

を望む場合は，本人が広報委員会に申し出るこ

眞弓純一 親睦・家族委員長

ととする．承認
2）ロータリー財団寄附金集金時の Rotary レート

順不同・敬称略

の変動(6 月 R レート 1 ドル 109 円から 7 月

※多額

R レート 1 ドル 111 円)により当クラブ全体で

※樋口政司（鈴鹿ＲＣ）：お邪魔します．1 年間
どうぞよろしくお願い申し上げます．

10,200 円の差額が生じたことに対し，欠損

※田中 通：樋口ＡＧ、松嶌ＩＭ実行委員長、三

分 10,200 円をクラブから拠出する．承認

舩様ようこそ鈴鹿西ＲＣへ．

3）IM 登録料 4,000 円のうち，半額の 2,000 円

※沖 俊成：樋口ＡＧ様、松嶌ＩＭ実行委員長様、

をクラブから拠出する．承認

三舩正美様、本日は御世話になります．

3.2021-2022 年度会員必携 訂正について

※野間芳実：・樋口ＡＧを歓迎して．一年間宜しく

・鈴鹿西ロータリークラブ資料 2.スポンサー先であ

お願い致します．

る関係先（69 ページ）

・樋口政司様、松嶌康博様、三舩正美様を歓

21/4-22/3 米山奨学生 ブン・ティ・フｳン

迎して．

アルファベットのつゞり訂正

勇理維子：樋口ＡＧようこそ鈴鹿西ロータリークラブに

ＶＯＵＮＧ ＴＨＩ ＨＯＵＮＧ ⇒

いらっしゃいました．宜しくお願いいたします．

（正）ＶＵＯＮＧ ＴＨＩ ＨＵＯＮＧ

岩崎 透：樋口アシスタントガバナー、松嶌ＩＭ実行
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委員長、三舩正美様よくいらっしゃいました．歓

に座られて親しく話させてもらったのですが、山本さんが

迎します．

【よかった、最年長かと思ったら樋口さんがおったから】と

衣斐信行：樋口ＡＧを歓迎致します．

言われました。【お父さん私は昭和 30 年生まれです

河田勝正：樋口ガバナー補佐をお迎えして．ロータリ

よ！！】と憤慨したら【嘘言うたらあかん。】と言われてし

ーの本質を拝聴．

まいました。
そんなに年寄りに見えるのかと結構ショックを受けたの

本日のプログラム

を思い出します。正真正銘の現在 65 歳です。その後

「ガバナー補佐の卓話」
鈴鹿・亀山グループガバナー補佐

は日本酒でさしつさされつ痛飲してとても楽しい食事を

樋口政司様

させてもらいました。

ガバナー補佐訪問 クラブ協議会
日時：2021 年 7 月 13 日（火）
10：30～11：20
場所：鈴鹿商工会議所 4 階大ホール

会長挨拶

田中 通 会長

みなさん，おはようございます．
本日は，AG 訪問例会を控えてのクラブ協議会と

今年度鈴鹿亀山グループの AG を仰せつかる鈴鹿ロ

いうことで，各委員会 委員長の皆様には，今年

ータリーの樋口政司です。若輩者ですが、一年間何卒

度の活動予定および報告をよろしくお願いしま

よろしくご指導をお願い申し上げます。
ご案内しました 9/16（木）のガバナー杯鈴鹿亀山

す．

グループ予選ゴルフ大会にご協力をいただきありがとうご

樋口政司ガバナー補佐，鈴鹿西ロータリークラ

ざいました。

ブにようこそ．

最初に自己紹介をさせていただきます。私は 1996

樋口 AG には国際ロータリー第 2630 地区鈴

年（平成 8 年）7 月に鈴鹿ロータリーに入会しました。
早いもので 25 年が経過しました。入会した頃には当た

鹿・亀山グループの代表として，正にお名前の

り前ですが、大先輩ばかりでしかもかなりロータリーには

「政司」の通り「まつりごとをつかさどる」重

厳しい方々が多かったです。周りには入会以来 30 数

責を担っていただいております．その意味では

年間 100％出席を続けておられる方ばかりで、必死で

例会よりもクラブ協議会から始めることは樋口

メーキャップをした事が懐かしく思い出されます。

AG に相応しいことなのではないかと思います．

今は出席義務が結構ないがしろになって、私が思い
描くロータリーから離れていくのがさみしいと思うこともあり

樋口 AG，委員長の皆さま，本日はよろしくお願

ますが、これも時の流れで致し方ないことと思います。一

いします．

人一人が思うそれぞれのロータリーを楽しむことが何より
ではないでしょうか？
それと数年前に鈴鹿商工会議所の旅行でベトナム
へ行きました。日本で働こうとする人たちの訓練校などを
見学しました。バスで空港まで移動する時に若い方が
多くて、年寄りは数人だったと思います。その中に山本
元鈴鹿商工会議所会頭がお見えで食事の時に向かい

会報発行担当：川戸広樹
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