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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 30日(火)第 1668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: 伊藤雅文 副ＳＡＡ 

点鐘: 会長 田中 通 

ソング： 手に手つないで 

ソングリーダー：服部高宣 副ＳＡＡ 

ゲスト：鈴鹿・亀山グループガバナー補佐  

樋口政司様（鈴鹿ＲＣ） 

ビジター：鈴鹿ＲＣ 前田祐輔様 

    

会長挨拶    田中 通 会長 

みなさん，こんにちは！本日のゲスト・ビジタ

ーをご紹介します． 

国際ロータリー 第 2630 地区 鈴鹿・亀山グルー

プアシスタントガバナー 樋口政司様です！ 

樋口 AG，11/15 の IMありがとうございました．

浦田ガバナーの思いが映えるとても素晴らしい

イベントでした．本日は第 2 回目のクラブ訪問

でお越しいただきました．後ほど卓話をよろし

くお願いします． 

 

そして樋口 AG にご同行いただきました．鈴鹿

RC 前田祐輔様です．前田様，ようこそ鈴鹿西

RC へ． 

さて，IM の翌日 11/16(火)に開催しました前回

の例会では当クラブの本年度地区補助金事業

「子ども達を守る衛生てぶくろプロジェクト」

で鈴鹿市と鈴鹿私立保育連盟から代表者をお招

きしまして，ゴム手袋の寄贈式を行いました．

その後，会員で手分けして 11/24(水)に全ての

保育園，保育所，認定こども園へのゴム手袋の

配送が完了しました．ご協力ありがとうござい

ました． 

11/20(土)には 職業奉仕委員会研修セミナーが

都ホテル 岐阜長良川で開催され，河田職業奉仕

委員長に出席していただきました．会長の私が

出席できず申し訳ございません．来週(12/7)の
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例会で報告をお願いしております． 

11/27(土)には次期 AG候補者の沖会員が AG研

修のために都ホテル 岐阜長良川に行かれたと

聞いております．遠路お疲れさまでした． 

11/25(木)には鈴鹿市児童詩コンクール実行委

員会が開催され，児童詩コンクール委員会 委員

長 衣斐信行会員，岩崎透会員，河田勝正会員と

私 田中通が原稿分け作業に参加しました． 

そして 11/29(月)に開催された校長会では，鈴

鹿市児童詩コンクール実行委員会 大井正美会

長に衣斐委員長と私が随行しまして，市内に 30

ある小学校の校長先生に開催案内・原稿用紙を

お渡しし，開催の挨拶を行いました． 

当クラブ例会で開催します表彰式は来年 3月 13

日(日)を予定しております．過去 2 年は新型コ

ロナウイルス感染拡大の警戒のため表彰式は行

えませんでした． 

日本は今は感染抑制状態にありますが，新たな

変異株オミクロン株が発生し，感染拡大が懸念

される状況です．子ども達の晴れ舞台のために，

感染抑制を続け，今年度こそは開催できること

を祈ります． 

本日はオンラインで寺田会員も出席です． 

今日も楽しい充実した例会になりますようよろ

しくお願いしまして，会長挨拶を終わります． 

 

幹事報告    沖 俊成 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

＊12 月 21 日（火）忘年親睦・家族例会 

＊12 月 28 日特別休会 

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 

鈴鹿シティＲＣ：１２月２２日（水）クリ 

スマス例会のため VISON 

   12 月 29 日（水）特別休会 

 ※感染防止対策の為、例会へのビジター訪 

問・ビジター受付はご遠慮ください． 

3. 鈴鹿ロータリークラブ様より、鈴鹿・亀山グ

ループガバナー公式訪問合同例会・ＩＭの

礼状を頂いております． 

4. 地区より女性会議への参加礼状を頂いてお

ります． 

5. 鈴鹿商工会議所様より商工優良従業員表彰

の礼状を頂いております． 

6. 四日市南ロータリークラブ様より事務局の

出勤勤務形態変更についてご連絡を頂いて

おります。   

期間：11/29 日（月）～3 ケ月程 

7. 本日例会終了後、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。 
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委員会報告 

 

＊11/29（月）創徳中学校出前講座の報告 

森 喜代造会員 

＊ロータリーの友 12月号紹介 

川戸広樹 クラブ広報委員長 

ガイ散策という漫画の記事があります。「ガイ」

はガイ・ガンディガーのことです。漫画は、ク

リスマスの例会で募金活動の話でした。これは

コラムへ導く導入部です。マンガの監修、鈴木

宏 PG（宇都宮北 RC）はロータリーの友委員会

の委員長で、理事会の代表理事です。これを一

年通すという事は、ガイ・ガンディガーは重要

なテーマです。 

コラムは鈴木一作 PG（寒河江 RC）。ガイが考え

る奉仕として、社会奉仕、決議 23-34 について

述べるとともに、ガイが 1916 年に発行した「A 

Talking Knowledge of Rotary」が元となってお

り、奉仕の哲学が書かれています。一年間文章

を読んで何処まで分かるか疑問なので、何か良

い物がないかと探したところ、諫早西 RC の会員

基盤向上セミナーで鈴木一作 PG が力強く講演

が YouTube で公開されています。20 分程度の

動画の 10 分過ぎからでよいので、ぜひご覧くだ

さい。大変わかり易く力強いメッセージがあり

ます。 

 

出席報告     森 喜代造 出席副委員長 

正会員 34 名中 22 名出席．出席率：81.48％ 

 

ニコニコボックス報告 

眞弓純一 親睦・家族委員長 

          順不同・敬称略 

※多額 

※鈴鹿ＲＣ樋口政司ＡＧ：2 回目の訪問です．宜

しくお願い致します． 

鈴鹿ＲＣ前田祐輔：お邪魔いたします． 

※世古口弘子：ディナーショー、大勢の方、ご参加頂

きありがとうございました．感謝です． 

田中 通：樋口ＡＧ、今日もよろしくお願いします．

前田様、ようこそ鈴鹿西ＲＣへ． 

沖 俊成：樋口ＡＧ様、前田祐輔様、本日は御世

話になります． 

岩崎 透：ガバナー補佐 樋口様、鈴鹿ＲＣ前田様、

大歓迎です． 

野間芳実：樋口ＡＧさんを歓迎して． 

服部高宣：樋口ＡＧ、前田様ようこそ！ 

若林忠義：11/28 山崎ていじさんのディナーショーが

盛大に実施され感動致しました． 

森喜代造：本日のガバナー補佐 樋口様、卓話よろ

しくお願いします． 

衣斐信行：ＡＧ樋口様、前田様を歓迎します． 

伊藤雅文：ガバナー補佐 樋口政司様、卓話楽しみ

にしています． 

江藤隆仁：オミクロン、終息を願います． 

勇理維子：樋口ＡＧ、前田様、ようこそいらっしゃいま

した．本日は宜しくお願い致します． 

眞弓純一：樋口ＡＧ、前田様、本日宜しくお願いし 

ます． 
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本日のプログラム 

 

「ガバナー補佐の卓話」 

鈴鹿・亀山グループガバナー補佐 

          樋口政司様 

第２回訪問 

IM を入れて第３回目の訪問です．30 分間お付き

合いください． 

まず先の 11/15 の IM では大変お世話になりあ

りがとうございました．おかげさまで無事終え

ることができましたのも皆様のご協力のたまも

のです．この場をお借りして厚く御礼申し上げ

ます．こうやって皆さんの前で 1 年間に合計 3

回 1.5 時間にわたって話を聞いていただく、し

かも名だたる方々を前にして私のような者の話

を聞いていただく、このような経験は後にも先

にも、2 度とないと思います．ロータリーのおか

げで本当に貴重ですが、何度もやりたいとは思

わない体験をさせていただいております． 

私はそのテーマに【職業奉仕】と言う難解なテ

ーマを掲げてしまいました．できれば恥ずかし

くない、私の知識の無さをさらけ出さない話が

できればと思って準備してまいりました． 

第 1 回の卓話で話した【論語と算盤】について、

卓話後にある方々の訪問を受けて論語と算盤を

読んだと言われました．読んだことのない私は

早速本屋で現代語訳を購入し読みました．これ

も貴重な経験でした．また、卓話の時にこれも

ある方に【ＲＩの職業奉仕と日本の職業奉仕は

違うでしょ．どう思われますか？と聞かれまし

た．】不勉強なので勉強してお伝えできればと答

えました．この件については 11/20（土）に岐

阜で開催されました【職業奉仕セミナー】が大

変参考になりました． 

 

ここからは資料を見ながらお聞きください． 

まずはロータリーにおける【職業奉仕の歴史と

変遷】です．次は【職業奉仕とは？】です． 

最後に国際交流協会からの寄付のお願いについ

てです．ご清聴ありがとうございました． 

 

会報発行担当：江藤隆仁 

 


