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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:  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 11月 15日(月)第 1666回例会 

鈴鹿・亀山グループガバナー公式訪問合同

例会・・ＩＭ（インターシティミーティング） 

例会場: コンフェット鈴鹿平安閣 

例会進行: 鈴鹿ＲＣ SAA 印田浩樹 

開始: 13：30 終了: 17：30 

点鐘:  ガバナー補佐      樋口政司 

ソング: 君が代 奉仕の理想  

ソングリーダー: 鈴鹿ＲＣ ＳＡＡ 印田浩樹 

特別参加者：  

ガバナー     浦田幸一 

パストガバナー  岡田信春 

ガバナーエレクト 高橋伸治 

地区研修リーダー 辻 正敏 

地区代表幹事   玉木義裕 

地区会計長    中井 豊 

会員増強委員会 委員長 中村 薫 

米山記念奨学委員会 委員長 伊藤晃宏 

研修委員会    委員 宮﨑弘夫 

職業奉仕委員会  委員 服部高宣 

社会奉仕委員会  委員 寺川浩二 

公共イメージ委員会 委員 森 通人 

青少年交換委員会 委員 水谷 晃 

米山記念奨学委員会 委員 佐野 寿 

鈴鹿・亀山グループ直前ガバナー補佐 

伊藤素近 

（敬称略） 

【歓迎のことば】 

2021-2022年度  

国際ロータリー第2630地区 

浦田幸一・ガバナー   

（伊勢中央ＲＣ）

 

本日の鈴鹿・亀山グループＩＭの開催を心より御

慶び申し上げます。 

ＩＭ(インターシティーミーティング)はガバナー

の要請により、ガバナー補佐がグループ内で開催

するもので、この会合の目的は会員相互の親睦と

知識を広めると共に、ロータリー情報を伝え、奉

仕の理想を勉強することにあります。 

さて、時は猛烈なコロナ禍の中、東京オリンピッ

クが開催されました。選手たちは真夏の灼熱に負

けず正々堂々と競技に挑み、その活躍する姿は私
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たちに勇気と感動を与えてくれました。日本は大

活躍！メダルラッシュです。選手達の持てる力を

出しきらんとする気迫は「コロナに負けず頑張ろ

う」と我々にメッセージを送っているようにも感

じました。私たちロータリアンも社会が困難な

時、人々に「頑張ろう！」と勇気付け、必要とさ

れる活動をしなければなりません。鈴鹿・亀山は

三重県の中央で「国際的」な印象の強い地域であ

ります。その中において、皆さんがワールドワイ

ドな奉仕活動を行われた報告も拝聴しておりま

す。是非これからも人の心に寄り添う「超我の奉

仕」の実践されることを期待しております。最後

となりましたが、ＩＭ開催にご尽力頂きました鈴

鹿ロータリークラブの皆様に感謝申し上げると共

に、ご出席の皆様にとって有意義な 1 日になるこ

とをお祈りして、私のご挨拶とさせていただきま

す。 

 

◆2021-2022 年度・ガバナー・5ＲＣ会長・幹

事・懇談会     

11：00 開会 ～ 13：15 閉会 

ガバナーと５クラブ会長・幹事 昼食付き 

懇談会 

◆2021-2022 年度・ガバナー公式訪問5クラブ 

合 同 例 会

 

13：30～ 開会・点鐘  

国歌・奉仕の理想 斉唱 

会 長 挨 拶

 

山本行子 鈴鹿ＲＣ会長  

   幹事報告  阪田朋成 鈴鹿ＲＣ幹事 

13：50～   

  「ガバナー卓話」 

      浦田幸一 ガバナー 

 

14：30 閉会・点鐘 

     鈴鹿ＲＣ  山本行子 会長  

 

◆インターシティミーティング 

 14：40～ 開会・点鐘 

       歓迎の挨拶 

       樋口政司 ガバナー補佐 

 14：45  ガバナー挨拶  

浦田幸一 ガバナー 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

3 
 

 14：50～ 

〖職業奉仕の理解を深めて今こそ実践しよう！〗 

第1部：・ 様々な職業奉仕のカタチ」 

スピーカー：鈴鹿西ＲＣ 河田勝正氏

 

    鈴鹿ベイＲＣ 中野 強 

亀山ＲＣ 村山竹則 

鈴鹿シティＲＣ 上原幸正 

鈴鹿ＲＣ 秀 和代 

第 2部：・ 自分にできる職業奉仕を考えよう！」 

スピーカー：鈴鹿ＲＣ 宮崎城治 

鈴鹿西ＲＣ   森 喜代造氏

 

鈴鹿ベイＲＣ 森田英二治 

亀山ＲＣ 伊藤和彦 

鈴鹿シティＲＣ 川瀬章仁 

鈴鹿ＲＣ  家田 孝 

17：15 カウンセラー講評  

辻 正敏 パストガバナー  

17 ： 20  御 礼 の 言 葉  

 

松嶌康博 ＩＭ実行委員長  

17：23 次期開催クラブ挨拶 

  田 中  通  鈴 鹿 西 Ｒ 会 長 

 

17：30  閉会・点鐘 

樋口政司 ガバナー補佐 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11 月度米山奨学金贈呈（11/2 於：事務局） 

 

会報発行担当： 江藤隆仁 


