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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;

本日も Zoom 例会場を開場しております。

2021 年 8 月 3 日(火)第 1661 回例会

今日は柴田会員がオンライン参加してもらっています。

例会場：鈴鹿商工会議所 4 階 大ホール

毎回、例会直前に案内している Zoom 例会場ですが、

開始: 11：30 終了: 12：15

アクセスするための情報は今期については 12 月末まで

例会進行: 加藤 稔 副ＳＡＡ

は同じ情報です。

点鐘: 会長 田中 通

もし、私の案内が遅れておりましたら、これまでの情報で

ソング： 君が代 奉仕の理想

アクセスしていただきますようお願いします。

ソングリーダー：服部高宣 副ＳＡＡ

この例会場にいながらも Zoom 例会場に参加できます。
前年度に少し Zoom 例会テストをしましたが、今年度

ゲスト：米山記念奨学生 ブン・ティ・フｳン様
会長挨拶

も案内できればと思います。
さて、東京オリンピックも中盤です。スケートボードは

田中 通 会長

堀米選手が金メダルを取りました。私が見ていた時は 6
位だったのですが、すぐにトップまで駆け上がっていて驚き
ました。私も若いころにやっていました柔道もメダルが多
いですが、最近は指導 3 つで反則負けになるそうで、ル
ール変更に戸惑っております。
2020 年度 鈴鹿市児童詩コンクール作品選集が
完成しましたことを先週お伝えしましたが、今週は皆さん
のお手元に届けることができました。
児童詩コンクール委員長 衣斐会員、ありがとうござい
ました。
私が冊子配布に回りました鼓ヶ浦小学校の東浦重

みなさん、こんにちは！本日のゲストを紹介させてい

人校長から、暑中見舞いとともに児童詩への言及があ

ただきます．

りました。

現在鈴鹿大学 4 年生で、ベトナムから来ていただきまし

読み返しておりますと、思い出されるのは、児童や市民

た米山記念奨学生 ブン・ティ・フゥンさんです。

の作品をもとに、当時、鈴鹿市民会館で行われた、大

(ブン・ティ・フゥンさん起立・会釈)

人たちの応援歌です。

今月もようこそ鈴鹿西ロータリークラブへ。

また、落ち着きましたら、子どもたちの生活からあふれ出

夏休みに入られましたか？

る思いをＢＧＭやメロディに乗せ、群読などの形式で発

ブン・ティ・フゥンさんには後ほどひとことご挨拶いただきま

表会等ができることを願っております。

す。
1

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
当クラブ 25 周年の衣斐年度のことだと思うのですが、

務所）

このようにしっかり覚えていただいていて、とてもうれしく感

8 月 9 日（月）法定休日

じるとともに、今年度もしっかりプロジェクトを進めていこう

8 月 16 日（月）特別休会

と思いました。

8 月 30 日（月）⇒8 月 28 日（土）鈴鹿・亀

本日のプログラムはクラブ総会です。

山グループ ガバナー公式訪問合同例会・ＩＭの

今年度の予算、来年度の体制が定まる重要例会とな

ためコンフェット鈴鹿平安閣

ります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、各ロ

皆様、よろしくお願いします。
幹事報告

ータリークラブ例会へのビジター訪問及びビジ

沖 俊成 幹事

ター受付はご遠慮ください。
2. 第 4 回理事・役員会決議報告
■2022-23 年度理事・役員候補者ならびに
鈴鹿・亀山グループガバナー補佐候補者につい
て・・・ 添付資料（案）通り出席理事全員が
承認した。
■8 月度プログラムの確認、9 月度プログラムにつ
いて・・・岩崎情報委員長からのロータリー情報
スター委員会活動についての提案内容を承認
する。

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変更

9 月 14 日の例会よりプログラムに変更を加え

のお知らせ

予定を組む。詳細はプログラム委員会で。8 月

鈴鹿ＲＣ：8 月 4 日（水）12：45～13：30

度プログラムについては変更等なく承認。

新型コロナウイルス感染防止対策の為、短縮例

コロナ禍での短縮例会は 9 月末の例会まで継

会

続をする。10 月以降は改めて発信する。

8 月 11 日（水）お盆休会

■静岡県 熱海市土石流災害義援金につい

8 月 18 日（水）12：45～13：30 新型コ

て・・・会員 1 人あたり￥500 の要請であるが西ク

ロナウイルス感染防止対策の為、短縮例会

ラブの会費より 34 名 ￥17000 の拠出を承認。

8 月 25 日（水）⇒8 月 28 日（土）鈴鹿・

■その他

亀山グループガバナー公式訪問 5 クラブ合同例

＊ロータリー情報・スター委員会活動の行動と内

会・IM のためコンフェット鈴鹿平安閣

容と日時について・・・国際ロータリー・日本のロ

鈴鹿シティＲＣ：８月４日（水）・８月１８日

ータリーについて改めて学ぶ場として重要と考え

（水）１９：００～１９：４０短縮例会

取り入れる事を承認。

（新型コロナウイルス感染拡大防止の為）

＊ＩＭスピーカー選出について（職業奉仕）

８月１１日（水）特別休会

（入会 5 年未満）各 1 名

８月２５日（水）→ ８月２８日（土）

理事 役員会として会長・幹事に選出を一任

鈴鹿・亀山グループ ガバナー公式訪問５クラブ合

する事で承認。

同例会・IM のためコンフェット鈴鹿平安閣

＊Zoom によるリモート例会をより分かりやすくする

亀山ＲＣ：8 月 2 日（月）・8 月 23 日（月）

為に工夫が必要。 改めて 説明の場を設け

短縮例会（例会場使用できないためロータリー事

て行く。
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3. 事務局夏季休暇・・・ ８月 12 日（木）～8

【皆出席者】

月 17 日（火）

沖 俊成（12 年）
、藤野恵子（9 年）
、

※休暇中の緊急用件については 、沖 幹事

田中 通（8 年）

（携帯：090-3480-9370）までご連絡をお
願い致します。
4. 地区ガバナー事務所より、熱海豪雨災害義援
金についての御礼状が届いております。
5. 第 34 回ふれあい広場鈴鹿、開催中止の案内
をいただきました。
6. 8 月 24 日（火）第 5 回理事・役員会を 12：
40～事務局において開催致します．
委員会報告

＊8 月度 米山奨学金

＊ロータリーの友 8 月号紹介

贈呈

伊藤雅文 クラブ広報副委員長

＊８月度諸事お祝い
眞弓純一 親睦・家族委

＊2020 年度鈴鹿市児童詩コンクール作品選集

員長

配布について

【結婚記念日】 小林英将・泰永様

衣斐信行 児童詩コンクール委員長

＊2020-2021 年度皆出席者表彰
出席報告

眞弓純一 前年度出席委員長
※（

）内通算年数

正会員 34 名中 23 名出席．出席率：85.18％

敬称略

【ホームクラブ 100％皆出席者】

ニコニコボックス報告

伊藤義一（26 年）、森 豊（9 年）
、
勇

森 喜代造 出席副委員長

眞弓純一 親睦・家族委員長

理維子（5 年）

順不同・敬称略

田中 通：ブン・ティ・フｳンさんいらっしゃい。本日は年
次総会よろしくお願いします。
沖 俊成：奨学生 ブン・ティ・フｳン様を歓迎します。
服部高宣：伊藤カウンセラーご苦労様です。ブン・ティ・
フｳンさん歓迎します。
森 豊：ブン・ティ・フｳンさん、ようこそ。笑顔が可愛い
ですね。
杉﨑雅代：ブン・ティ・フｳンさん、お手伝いご苦労様で
す。
伊藤雅文：先週、認知症の母親を入所させました。
最後まで在宅介護できず申し訳ありません。
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世古口弘子：ブン・ティ・フｳン様ようこそ。
勇理維子：フｳンさん、きょうはよろしくお願いします。
若林忠義：オリンピックでの日本選手の頑張りに感謝
して。
岩崎 透：フｳンさん、歓迎致します。

本日のプログラム
「年次総会」
会長・幹事・会計・監事
審議事項
第 1 号議案 2022-2023 年度 理事・役員選任
の件
第 2 号議案 2022-2023 年度 鈴鹿・亀山グル
ープガバナー補佐選任の件
第 3 号議案 第 37 期
（2020 年 7 月 1 日～2021
年 6 月 30 日まで）収支決算、会計監査報告の
件
第 4 号議案 第 38 期
（2021 年 7 月 1 日～2022
年 6 月 30 日まで）収支予算（案）の件

会報発行担当：伊藤雅文
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