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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 16日(火)第 1667回例会 

例会場：鈴鹿商工会議所 4階 大ホール 

開始: 11：30 終了: 12：30 

例会進行: 衣斐信行 副ＳＡＡ 

点鐘: 会長 田中 通 

ソング： 君が代 奉仕の理想 

ソングリーダー：勇 理維子 会員 

ゲスト：鈴鹿市子ども政策部長 伊藤道彦様 

    鈴鹿私立保育連盟  会長  中瀬弦偉様

 
     

会長挨拶    田中 通 会長 

 皆様の保育の現場においては、日本での 2020 

年から続く COVID-19(新型コロナウイルス感 

染症)禍の中，安全衛生策に万全を期すために， 

たゆまぬ努力をされていることに感謝しており 

ます．しかしながら、市井に行き亘ったマスク

と異なり，衛生手袋は現在でも品薄、且つ価格

が高止まりしたままで，子ども達の安全衛生を

守る保育の現場での負担増になっていることを 

 

聞き及びました．そこで，私ども鈴鹿西ロータ

リークラブは、2021-2022年度社会奉仕事業の

一環として「子ども達を守る衛生手袋プロジェ

クト」を立ち上げ，鈴鹿市内の私立保育園，認

定こども園，公立保育所の皆様に衛生手袋をお

届けすることを考えました． 

些少ではございますが，「ニトリル手袋 2 箱」

を寄贈いたします． 

 保育の現場において子ども達の衛生面を守る

ことに少しでも寄与できれば幸いです． 

また，私共の活動の一端がご理解いただけま

すように，日本のロータリークラブ用の雑誌「ロ

ータリーの友」と，私共の上位組織である 

"Rotary  International" の広報誌「ロータリー 

友と歩む 地域と歩む」を併せてお届けいたしま

すので，是非ご一読下さい． 

 今後とも，ロータリー活動へのご理解とご協

力を宜しくお願いいたします． 

．
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幹事報告    沖 俊成 幹事 

1. 12 月より当クラブの例会を通常例会に致し

ます。 

昼食 12：00～ 例会 12：30～13：30 

例会へ出席の際は引き続き、新型コロナ感染

症対策にご理解、ご協力をお願いいたします。 

2. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会

変更のお知らせ 

鈴鹿ＲＣ：12 月 1 日（水）・8 日（水）・15

日（水）12：45～13：30新型コロナウイル

ス感染防止対策の為、短縮例会 

12月 18日（土）忘年親睦家族例会 

12月 29日（水）特別休会  

 ※感染防止対策の為、各クラブ例会へのビジ

ター訪問はご遠慮ください． 

3. 2021年 11月のロータリーレートは、 １ド

ル＝114円となります。 

4. 2021-22年度地区大会のご案内 

＊開催日 2022年 3月 4日（金）  

RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 

2022年 3月 5日（土）  

本会議・大懇親会 

＊場所  志摩観光ホテル   

三重県営サンアリーナ 

＊登録料 RI会長代理歓迎会 20.000円 

会員  10,000円                             

ﾊﾟｰﾄﾅｰ・ﾛｰﾀﾘｰ 関係団体  5,000円                                  

パートナープログラム  無 料 

＊登録申込期限、取消について 

登録申込期限 2021年 12月 17日（金） 

振込・追加・取消期限 

       2022年 1 月 14日（金） 

（※期限後の取消による返金は致しません） 

地区大会プログラム  

◆3月4日（金）受付開始  16：30  

 （RI 会長代理歓迎会） 

   開会のことば17：00 

   閉会のことば19：30  

◆3月5日（土）受付開始  10：00 

  （本会議） 

   開会点鐘 12：30 閉会点鐘 17：00 

  （大懇親会）17：30～19：00 

※メールＢＯＸに案内文書とチラシを配布 

してございますので、ご覧ください。 
  

5. ガバナー杯チャリティゴルフ大会のグルー

プ内予選大会に申込みをされた、岩崎 透、

加藤 稔、岸本春雄、森 豊 各会員に参加

賞が届いております。メールＢＯＸに配布し

てありますのでご査収ください。 

6. 津ＲＣより日赤三重県支部点訳奉仕団への

資材贈呈についての会計報告書と日本赤十

字社三重県支部より礼状を拝受． 

7. 志摩ロータリークラブ様より、「志摩の匠・

きら星」第２弾チラシ配布の依頼を頂いて

おります．後ろのボードに貼付してありま
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すのでご覧ください． 

8. 11月 30日（火）13：00より第 8回理事・

役員会を事務局において開催致します。 

 

委員会報告 

＊11月度諸事お祝い 

柴田友美  親睦・家族委員

 

【会員誕生日】田中 通会員 岩崎 透会員

 

【結婚記念日】世古口弘子会員 森 豊・久美

子様 

＊ロータリーの友 11 月号紹介 

江藤隆仁 クラブ広報委員 

ロータリーアンの活動 ガイの散策より 

文中の紹介。 

 

 
 
 

＊11/13 第 1回女性会議の報告・・・勇理維子

副会長、藤野恵子会員維持・増強委員長  

 

 

 

 

 

＊会長・幹事  担当時代の写真収集のお願

い ・ ・ ・

 

岩崎透ロータリー情報委員長                 

出席報告     森 喜代造 出席副委員長 

正会員 34名中 17名出席．出席率：65.38％ 
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ニコニコボックス報告 

柴田友美 親睦・家族委員 

          順不同・敬称略 

※多額 

※田中 通：伊藤様、中瀬様、善福様、鈴鹿西Ｒ

Ｃへようこそ！ 

※山崎ていじ：早く当たり前の日常に戻ります様に．

いつも大変お世話になりありがとうございます．感

謝！！ 

沖 俊成：伊藤部長様、中瀬会長様、ようこそお越し

いただきました． 

加藤 稔：久しぶりに例会に参加させて頂きます．み

なさんお久しぶりです． 

岸本春雄：伊藤部長、中瀬さんようこそ！中瀬さんに

は孫の名前「ゆあ」を覚えて頂きうれしかったです．

（じいじより） 

勇 理維子：女性会議、昨日のＩＭ、とても実りある

ミーティングでした．ありがとうございました．伊藤

様、中瀬様、本日は宜しくお願い致します． 

森 喜代造：子ども政策部 伊藤部長、本日はよろし

くお願いします． 

岩崎 透：伊藤様、中瀬様、懐かしく歓迎します． 

世古口弘子：伊藤様、中瀬様、ようこそ宜しく． 

柴田友美：昨日のＩＭご参加されました皆様、スピー

カーとして職業奉仕について話されました河田会

員、長時間お疲れ様でした．  

 

本日のプログラム 

「子どもたちを守る衛生手袋プロジェクト」 

贈呈式 

 

鈴鹿市子ども政策部長  伊藤 道彦様 

 

鈴鹿私立保育連盟  中瀬 弦偉様 

 
 

 

会報発行担当：江藤隆仁 

 


