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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;

2021 年 10 月 5 日(火)第 1662 回例会

県知事に就任しました．また，9/25 に三重県で開催

例会場：鈴鹿商工会議所 4 階 大ホール

されるはずだった「三重とこわか国体」が中止となり，開

開始: 11：30 終了: 12：30

催延期も断念することになるなど，出入りの激しい嵐の

例会進行: 衣斐信行 副ＳＡＡ

ような期間でした．臨時休会が続いておりましたが，

点鐘: 会長 田中 通

一部の会員・委員会で次のような動きがありました．

ソング： 君が代 奉仕の理想



9/7 にはフゥンさんへの米山奨学金贈呈，

ソングリーダー：服部高宣 副ＳＡＡ



同日には鈴鹿高校 IAC への活動支援金贈呈，

ゲスト：米山記念奨学生 ブン ティ フｳン様



9/16 社会奉仕委員会で深谷公園 除草作業

会長挨拶

田中 通 会長
みなさん，こんにちは．8/3 の総
会以来の鈴鹿西ロータリークラブの
例会となります．この例会場でみ
なさんの元気な顔を見ることができ，
とても幸せに思います．そして例会
再開の特別な日に来ていただきま
したゲストを紹介させていただきます．

幹事報告

米山記念奨学生 ブン・ティ・フゥン

沖 俊成 幹事

1. 当クラブ例会変更のお知らせ

さんです．鈴鹿西ロータリークラブ

＊10 月 26 日（火）深谷公園 花の植替え・植

へようこそ．ブン・ティ・フゥンさんは

栽

現在鈴鹿大学 4 年生でベトナムから来ていただきまし

・受付 10：00 ・例会 10：10-10：

25 ・説明、作業開始 10：30-11：30

た．今日はフゥンさんにプレゼンテーションもしていただき

2. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変更の

ます．さて，新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴

お知らせ

う三重県緊急警戒宣言が 8/12 から，そして 8/20 に

鈴鹿シティＲＣ：10 月 6 日（水）・10 月 13

は国からのまん延防止重点措置が適用され，8/27 か

日（水）・10 月 20 日（水）・10 月 27 日（水）

らは緊急事態宣言が発令され，9 月末でもってようやく

１９：００～１９：４０短縮例会

解除されました．私も 9 月中に 2 回ワクチン接種し終

亀山ＲＣ：10 月 11 日（月）・10 月 18 日

えました．何でもない日常がありがたく思えます．また，

（月）・10 月 25 日（月）ロータリー事務所におい

その間に三重県は， 鈴木英敬 氏の知事辞任 ，

て短縮例会

9/12 に知事選が行われ，一見勝之氏が新たに三重

鈴鹿ＲＣ：10 月 6 日（水）・13 日（水）・20
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日 （ 水 ） ・ 27 日 （ 水 ）

新型コロナウイル

5. 第 6 回理事・役員会（9 月 28 日）決議報告

ス感染防止対策の為 12：45～13：30 短縮例

1）10 月度プログラムの確認，11 月度プログラム

会

について・・・承認

※各クラブとも感染症対策としてビジター受付は行

2）2021 年 8 月 佐賀・長崎豪雨災害義援金協

っておりません．

力について・・・500 円／一人当たり・・・西クラ

3. 第 5 回理事・役員会（8 月 24 日）決議報告

ブより会員数分全額を支出する・・・承認．

1）9 月度プログラムの確認，10 月度プログラム

3）その他

について

・第１回女性会議について・・・参加予定者

＊休会基準について

藤野会員維持増強委員長 勇副会長を

コロナ禍の休会基準について・・・国 県の三重

選出・・・承認．

県へのまん延防止 緊急事態宣言等発令期

6. 2020-21 年度活動報告書配布．

間は、例会は休会とする（解除が前倒しされた

7. 2021 年 10 月のロータリーレートは、 １ドル＝

場合も発令当初の日時まで）→承認．

112 円です。

2）鈴鹿・亀山グループガバナー公式訪問合同例

8. ロータリー財団（補助金管理）オンライン研修セミ

会・ＩＭ 延期について（開催日変更）

ナー開催案内

＊会員から集金した登録料の取り扱いについ

日時：2021 年 10 月 17 日（日）入室可

て・・・11 月への開催延期に伴い そのまま ク

12：30～ 点鐘 13：00 終了 16：30

ラブ事務局で預かる→承認．

登録料：1 クラブ ￥3，000

3）その他

9. 米山カウンセラー研修会および中間報告会開催

＊2022-23 年度ＩＭ実行委員長選任につい

案内

て・・・次期 AG 沖氏を中心に早急に選任候

日時：2021 年 11 月 7 日（日）受付 13：00

補の調整を図り その後 理事会にて討議さ

点鐘 13：30 閉会 16：30

れ決定する→承認．

出席要請者：米山カウンセラー

＊インターアクトクラブ助成金（￥50，000）に

10. 第 1 回女性会議開催案内

つい・・・コロナ禍で例会開催が不可能なので

日時：2021 年 11 月 13 日（土）受付 12：

先方と打ち合わせ後、会長が手渡しをする．

30 会議 13：00～15：30

米山奨学金についても 上記同様の対応とす

場所：都ホテル岐阜長良川

る．※２件共に 贈呈時の写真を残し 広報

登録料：￥5，000／1 人

委員会にて会報に掲載をする→承認．

11. 職業奉仕委員会研修セミナー開催案内

4. 第 3 回持ち回り臨時理事会決議報告

日時：2021 年 11 月 20 日（土）受付・昼食

1）緊急事態宣言発令を受け 9 月例会の臨時

11：30 会議 13：00～16：00

休会について・・・承認

場所：都ホテル 岐阜長良川

2）10 月例会の短縮例会(10/26 を除く)につい

出席要請者：会長、職業奉仕委員長

て・・・承認

登録料：￥8，000／1 人

10/5: 11:30 開始,1 時間;

12. 地区ガバナー事務所より、2024-25 年度ガバナ

10/12: 11 時半開始，45 分;

ー候補推薦についての案内が届いております．

10/19: 11 時半開始，45 分

推薦書提出締切：12 月 31 日（金）

3）川岸光男会員の出席免除について・・・承認

13. 10 月 31 日（日）開催の三重県インターアクト

4）衣斐信行会員の IM 実行委員長選任につい

協議会は中止になりました．

て・・・承認

14. 地区ガバナー事務所より熱海豪雨災害義援金協
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力の礼状拝受．
災害義援金合計金額￥1，877，404
15. 第 44 回インターアクト年次大会参加の礼状を拝
受．
16. 2021 ガバナー杯チャリティゴルフ案内チラシ配
布．
17. 2021-22 年度米山記念奨学事業「豆辞典」
（冊子）配布
18. 受贈誌：ロータリー日本 100 年史（ロータリーの
友事務所），創立 40 周年記念誌（上野東Ｒ

【9 月結婚記念日】勇理維子会員

Ｃ）

【10 月会員誕生日】鈴木英夫会員

玉田

香

会員 眞弓純一会員 若林忠義会員

委員会報告

【10 月結婚記念日】 野間芳実会員 川戸広

＊9 月度米山奨学金贈呈（9 月 7 日）

樹・一美様 杉﨑雅代会員 岸本春雄・ひと

於：クラブ事務局

み様 伊藤広海・康子様 久志本敦史・澄子
様 河田勝正・艶子様

＊鈴鹿高校インターアクトクラブ助成金贈呈
（9 月 7 日）於：鈴鹿高等学校
＊ロータリーの友 10 月号紹介
岩崎 透 クラブ広報委員
＊出前講座について
柴田友美 青少年奉仕委員長
＊深谷公園 環境整備について
岸本春雄 社会奉仕委員長
＊10 月度米山奨学金贈呈
出席報告

＊9 月・10 月度諸事お祝い
眞弓純一 親睦・家族委員長
【9 月会員誕生日】世古口弘子会員

（代）眞弓純一親睦・家族委員長

正会員 34 名中 22 名出席．出席率：81.48％

川岸光男

ニコニコボックス報告

会員 服部高宣会員 藤野恵子会員

眞弓純一 親睦・家族委員長

伊藤義一会員

順不同・敬称略
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田中 通：みなさん、お久しぶりです．フｳンさん今日
はよろしく！
沖 俊成：久々の例会、ずっと続きますように．
野間芳実：ブン・ティ・フｳンさんを歓迎して．
世古口弘子：お久しぶり再会楽しみにしておりまし
た．
眞弓純一：皆様お久しぶりです．フｳンさん卓話頑張
ってください．

本日のプログラム

「米山月間に因んで」

野間芳実 米山記念奨学委員長
2021 年度米山記念奨学生
ブン

ティ

フｳン様

遥々参加の寺田有子さん

第 2 回ゴルフコンペ （9 月 24 日）
於 ゴルフ 5 カントリー四日市コース

会報発行担当：岩崎 透
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