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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 27 ⽇(⽕)第 1660 回例会

市内全 30 ⼩学校にこの冊⼦が配布されました．

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4 階 ⼤ホール

当クラブの児童詩委員会の皆様，鈴⿅市児童詩コン
クール実⾏委員会の皆様，どうもありがとうございました．

開始: 11︓30 終了: 12︓15

私も参加したのですが，作業に当たった 10 ⼈の中で

例会進⾏: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

私ひとりを除く全員がコロナワクチン接種済みでした．

点鐘: 会⻑ ⽥中 通

鈴⿅市もワクチン接種が進んできたのを実感しました．

ソング︓ 四つのテスト

現在の接種数は 1 回⽬が 62,791 ⼈で 31.7%

ソングリーダー︓勇 理維⼦会員

2 回⽬は 51,275 ⼈で 25.9%となっております．
鈴⿅市は⾼齢者へのワクチン接種券の配布が完了し，
64-60 歳への配布も 7/10 に完了．59-50 歳への
配布も 7/21 に完了．49-40 歳への配布は 8 ⽉中
旬以降からという予定です．
ゴルフ部会ですが，今年度第 1 回⽬のコンペが 8 ⽉
5 ⽇に予定されておりますが，昨⽇，今年度初顔合
わせということで，三鈴カントリー倶楽部で気ままなプレ

会⻑挨拶

ーがありました．私もコロナ禍もあって約 2 年振りのゴル

⽥中 通 会⻑

フでしたが，しっかりと楽しませていただきました．ありが

みなさん，こんにちは．鈴⿅⻄ RC としては 2 週間ぶり

とうございました．

の例会です．その間に東京オリンピックが始まりました．

2021 年 7 ⽉ 12 ⽇、ついに第 18 回ショパン国際

昨⽇ 7/26 の段階で国別⾦メダル獲得数では⽇本が

ピアノコンクール予備予選がスタートしました．1 年の延

トップに⽴っております．⽇本勢の⽬覚ましい活躍に勇

期を経て、満を持しての開催となった 5 年に⼀度のショ

気づけられる思いです．

パンコンクール．当クラブの勇副会⻑のお弟⼦さんで例

1 年延期されて⼤変だっただろう選⼿の⽅々の頑張り

会でも演奏していただいたことがある⼩野⽥有紗さんも

は，⽇本だけでなく，新型コロナウイルス感染症禍に

7/18 に演奏されました．ML にも流しましたが，下記

苦しむ世界中の⼈々にも感動と勇気を与えていること

URL から⾒ることができます．

でしょう．

https://ontomo-mag.com/article/event/18t

さて，2020 年度 鈴⿅市児童詩コンクール作品選

h-chopin-preliminary20210712/

集が完成しました．近々，皆さんにお渡しできるかと思
います．

幹事報告

さる 7/15 の夜に鈴⿅市児童詩コンクール実⾏委員

沖 俊成 幹事

1. 当クラブ例会変更のお知らせ

会が開催されまして，7/20 の終業式に間に合うように
1
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＊8 ⽉ 10 ⽇（⽕）祝⽇規定により休会

本⽇のプログラム

＊8 ⽉ 17 ⽇（⽕）特別休会

「各委員会打合せ」

＊8 ⽉ 31 ⽇（⽕）⇒ 8 ⽉ 28 ⽇（⼟）鈴⿅・
⻲⼭グループガバナー公式訪問 5 クラブ合同例
会・ＩＭ

クラブ運営委員会 勇 理維⼦委員⻑

2. 本⽇より鈴⿅・⻲⼭グループガバナー公式訪問合

・例会プログラム 会員卓話を中⼼に 10〜15 分/⼈

同例会・ＩＭ登録料￥2000（会員負担分）を

ズームの仕組みを説明する。

集⾦致します．

・出席 出席率 80％をキープすることを⽬指す。

3. 第 19 回ロータリー全国囲碁⼤会の案内が届いて

・親睦・家族 コロナの状況を⾒ながら、9 ⽉納涼、

おります。詳細は事務局まで．

12 ⽉忘年、2 ⽉いちご狩り、3 ⽉ 37 周年記念、

4. 本⽇ 12︓40 より、理事・役員会を事務局におい

6 ⽉最終例会

て開催致します。

・SAA 順番表を決める。短縮例会の時間徹底。

5. 受贈誌︓＊2020-21 年度「会員維持増強物
語-ロータリアンでよかった－」 ＊2018-19 年
度「会員増強物語－ベスト 60 ⼈の⼼－」
（第 2680 地区）
＊2021-22 年度活動計画書（四⽇市南 RC）

・委員会報告
ゴルフ部会
加藤稔
ゴルフ部⻑
会員維持・増強委員会 岩崎 透 R 情報委員⻑

出席報告

・会員維持増強 全員が常に増強を意識して活動する

川岸光男 出席委員⻑

増強⽬標 1〜2 名、維持に努める、

正会員 34 名中 21 名出席．出席率︓80.76％

・職業分類､会員選考 異業種間の交流を尊重する｡
・ロータリー情報・スター RI・⽇本の RC 成り⽴ち・成⻑

ニコニコボックス報告

過程を知り、今後のクラブの在り⽅を考える。

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑

歴史を勉強し、世界を知る。

順不同・敬称略

・クラブ広報 会員勧誘・地域奉仕活動。

⽥中 通︓昨⽇はゴルフ楽しかったです．

HP の充実に努める、スマホで閲覧しやすくする。

沖 俊成︓暑中お⾒舞い申し上げます．

データー保存の提案
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奉仕プロジェクト委員会 森 豊委員⻑
・社会奉仕 コロナが終息しだいで計画通り⾏う。
深⾕公園 10/26、5/24 の 2 回
ロータリーデー
・⻘少年奉仕 インターアクトに協⼒してキャップ集め。
・インターアクト キャップ集め ⽇の決定・洗って貯める･
鈴⿅⾼校の実施状況確認。
・国際奉仕 今何ができるか。
・⽶⼭記念奨学会 奨学⽣と⾷事会･イベントに招
待。
会報発⾏担当︓川⼾広樹
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