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鈴⿅⻄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・⻲⼭グループ;
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 12 ⽉ 7 ⽇(⽕)第 1669 回例会

本⽇のプログラムは，財団委員⻑ 江藤隆仁会員

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4 階 ⼤ホール

の「ロータリー・カードについて」と職業奉仕

開始: 12︓30 終了: 13︓30

委員⻑ 河⽥勝正会員の「職業奉仕委員会研修セ

例会進⾏: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

ミナー報告」です．

点鐘: 副会⻑ 勇 理維⼦

⼤変興味深い内容になること必⾄であるのに，

ソング︓ 君が代 奉仕の理想
ソングリーダー︓服部⾼宣 副ＳＡＡ

この場にいることが出来ないことが残念です．

ゲスト︓⽶⼭記念奨学⽣ ブン ティ フｳン 様

本⽇の会報を楽しみにしております．
例会スケジュールを⾒ますと、次年度「藤野・
江藤年度」のプログラム⾊が徐々に出てきてい
ることを頼もしく感じます．
次の年度を素晴らしいものにするために、今年
度もまた意義ある⼀年にしていこうと、あらた

会⻑挨拶

めて思う次第です．

勇 理維⼦ 副会⻑

みなさん，こんにちは︕

国際ロータリー2021-2022 年度 会⻑シェカー

新型コロナウイルス感染症も、昨⽇の三重県の

ル・メータ⽒は、
「奉仕するとき、誰かの⼈⽣だ

新規感染者発表はゼロで、今⽉に⼊って２⼈だ

けでなく⾃分の⼈⽣も豊かになる」、「⼈びとの

けという⽐較的落ち着いた状況ですので、本⽇

世話をし、奉仕することこそ、⼈⽣の最⾼の⽣

は今年度初めての通常例会です．

き⽅」と述べ、奉仕プロジェクトへの積極的な

オミクロン株の侵⼊状況が気になるところです

参加を会員に呼びかけています．

が、これまでと同様に感染拡⼤防⽌に努めなが

そのことを実現するヒントが、本⽇のプログラ

ら、⽇常を取り戻していけることを祈ります．

ムには、多く含まれています．

⼤変申し訳ございませんが，本⽇ 12 ⽉ 7 ⽇は公

今年度初めての通常例会である今⽇、あらため

務のため例会を⽋席させていただきます．

て 2021-2022 年度テーマを⾒つめる機会にな

誕⽣⽇を迎えられる皆様，結婚等記念⽇を迎え

れば幸いです．

られる皆様，誠におめでとうございます．

みなさん、良い⼀⽇を、良い例会をお過ごしく
ださい︕
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ローバル・グランツ活動 共同参加のお
願い」について
・・・次年度理事会に申し送る．
＊地区委員候補者の⽀援について
・・・飲⾷以外の経費についてはクラブが⽀
援する．地区には DLP 維持のための⽀援状
幹事報告

況を確認し，⽀援を進⾔する．

沖 俊成 幹事
3.

1. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会

2021 年 12 ⽉のロータリーレートは、１ド
ル＝114 円となります．

変更のお知らせ

4. 事務局年末・年始休暇について

⻲⼭ＲＣ︓12 ⽉ 6 ⽇（⽉）
・13 ⽇（⽉）
20 ⽇（⽉）ロータリー事務所において短縮

【期間】12/28（⽕）〜1 ⽉ 5 ⽇（⽔）

例会

※休暇中の緊急連絡については、幹事

12 ⽉ 27 ⽇（⽉）特別休会

携帯番号

沖

090-3480-9370 までお願いし

ます．

鈴⿅ベイＲＣ︓12 ⽉ 16 ⽇（⽊）年末家族例

5. 次週 12 ⽉ 14 ⽇（⽕）例会終了後、第 9 回

会のため伝七邸
12 ⽉ 23 ⽇（⽊）特別休会

理事・役員会を事務局において開催いたしま

12 ⽉ 30 ⽇（⽊）特別休会

す．

※感染防⽌対策のため、各ロータリークラブ例
会へのビジター訪問・受付はご遠慮ください．
2. 第 8 回理事・役員会（11 ⽉ 30 ⽇）決議報
告
＊12 ⽉度プログラムの確認，1 ⽉度〜2 ⽉度
プログラムについて

委員会報告

・・・承認．開催可否については新型コロ

＊12 ⽉度 ⽶⼭奨学⾦の贈呈

ナウイルスの感染状況に注視する．

＊12 ⽉度 諸事お祝い
眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑

＊森 豊会員の退会について・・・承認
＊次年度の提案プロジェクトの確認
l

⼤阪南ロータリークラブ
仕担当

⼭岡

【会員誕⽣⽇】河⽥勝正会員

世界社会奉

【結婚記念⽇】⽥中 通・玲莉様

⼤⽒からのプロジェク

ト⽀援協⼒について
l

鈴⿅国際交流協会からの⽀援協⼒のお
願いについて

l

鈴⿅ベイ RC 宮﨑弘夫⽒からの「新グ
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⼭崎ていじ︓先⽇のディナーショー、沢⼭お越し下さ

＊忘年親睦家族例会のご案内

いまして誠にありがとうございました．

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑

本⽇のプログラム

⽇時︓12/21(⽕)受付 18:00 点鐘 18:30

「ロータリー・カードについて」

会場︓徳兵衛、会費︓3,000 円

江藤隆仁 ロータリー財団委員⻑

＊12/6（⽉）神⼾中学校出前講座の報告
川⼾広樹会員・河⽥勝正会員
⽇時︓12 ⽉ 6 ⽇(⽉)14︓25〜15︓15
川⼾会員︓2 年⽣ 7 組の授業を 6 限⽬前半・後
半に分かれて、12 ⼈のロータリアンで実施。
仕事の内容や就いたきっかけ、やりがいや苦
労、中学⽣時代にやっておけばよかったこと
などを述べた。後で内容の発表があるようで、

ロータリーカードを使うと、利⽤額の 0.3％がポ

まじめに聞いてくれた。

リオ撲滅活動資⾦になります。

河⽥会員︓REAL ESTATE の説明に続き⾃⼰紹
介︕社会経済について。

「職業奉仕委員会研修セミナーの報告」

また最後に仕事に対する考え⽅を述べた。

河⽥勝正 職業奉仕委員⻑

河⽥会員の出前講座

出席報告

杉﨑雅代 出席委員

⽇時︓11 ⽉ 20 ⽇(⼟)11︓00〜14︓30

正会員 34 名中 15 名出席．出席率︓60.00％

場所︓都ホテル岐⾩⻑良川
11:00

ニコニコボックス報告

開催趣旨を地区職業奉仕委員会

原尾

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑

委員⻑が説明。クラブに持ち帰り職業奉仕につ

順不同・敬称略

いて⾃⼰研鑽を積むこと。ロータリーの例会出

※多額

席は必須であり、⼈の為に奉仕すること。

※河⽥勝正︓最愛の妻の誕⽣⽇を忘れていました．

11︓20 浦⽥ガバナー講演は「⼈に優しい資本

沖 俊成︓＊ブン ティ フｳンさん、ようこそ．

主義」であり、⽇本は⺠主的であるが格差問題

＊財団委員⻑ 江藤さんから説明いただくロータリ

の是正を要す点も存す。⽇本以上に格差がひど

ー・カード、皆様ご加⼊よろしくお願い致します．

いのは⽶国であり、その原因はリーマンショッ

岩崎 透︓フｳンさん、ようこそいらっしゃいました．
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クに求められ、その緩和策即ちグローバリゼー
ションと IT ⾰命を打ち出したが更に拡⼤傾向に
ある。その打開策に⽇本企業の「三⽅よし」
（近
江商⼈の経営哲学）に求め、これはロータリー
の「超我の奉仕」に通ずるもの、である。
ロータリーの基本理念は、原点に⽴ち返れであ
ろう。
12︓20 ＲＩ2760 地区 村井総⼀郎ＰＧの講
演は「職業奉仕は⽇本のロータリーの⼼」であ

25 周年記念で植樹した神⼾中学校の桜

り、Ⅰ、最近の⼊会者の職業奉仕の捉え⽅ Ⅱ、
ロータリーの根幹としての職業奉仕とは
今のＲＩの動きと職業奉仕

会報発⾏担当︓川⼾広樹

Ⅲ、

Ⅳ、職業奉仕をど

う考えるか――についてパワーポイントを使い
説明された。詳細は河⽥会員まで連絡下さい。
13︓20 Ｑ＆Ａ職業奉仕についてのフリートー
クｅｔｃ
質問――鈴⿅⻄ロータリークラブ河⽥職業奉仕
委員⻑
職業奉仕についての考え⽅がＲＩと相違があ
るように思われます。⽇本のロータリーや第
2630 地区としては、どの様に位置づけられます
か︖また、どの様に捉えてどの様にしていこう
と思っていますか︖
14︓20 ＰＧ⽊村研修部⾨委員⻑が所感を述べ
られた。
14︓30 研修セミナーが終了。
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