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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 14 日(火)第 1670 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4 階 ⼤ホール 

開始: 12︓30 終了: 13︓30 

例会進⾏: 服部⾼宣 副ＳＡＡ 

点鐘: 会⻑ ⽥中 通 

ソング︓ 我らの⽣業 

ソングリーダー︓勇 理維⼦ 副会⻑ 

ゲスト︓三重県鈴⿅保健所 衛⽣指導課  

課⻑代理 相⾕祐司様  

会⻑挨拶    田中 通 会⻑ 

みなさん、こんにちは．会⻑の⽥中通です． 

今週もよろしくお願いします． 

本日のゲストを紹介します．三重県鈴⿅保健所 

保健衛生室 衛生指導課 相谷祐司様です． 

相⾕様、鈴⿅⻄ロータリークラブにようこそ︕ 

相谷様には後ほどご講演いただきます． 

テーマは 

ノロウイルス感染症 〜⾷中毒と胃腸風邪〜 

ノロウイルス感染症を中心に、食中毒の概要と 

冬場に流⾏する胃腸風邪の予防⽅法を説明して 

いただきます． 

ロータリークラブは 1905 年にシカゴで誕⽣し， 

現在は Rotary International として，200 以上 

の国と地域に広がり，クラブ数 36,866，会員総 

数 120 万人弱の仲間がいます． 

ロータリーの目的は，意義のある事業の基礎と 

して奉仕の理念を奨励し，これを育むことにあ 

ります． 

1.知り合いを広めることによって奉仕の機会と 

すること 

2. 職業上の⾼い倫理基準を保ち，役⽴つ仕事は 

すべて価値あるものと認識し，社会に奉仕す 

る機会としてロータリアン各自の職業を高 

なものにすること 

3. ロータリアンひとりひとりが，個人として， 

また事業および社会生活において，日々，奉 

仕の理念を実践すること 

4. 奉仕の理念で結ばれた職業⼈が，世界的ネッ 

トワークを通じて，国際理解，親善，平和を 

推進すること 

鈴⿅⻄ロータリークラブは 1985 年(昭和 60 

年)3 月 27 ⽇に設⽴されました． 

現在会員数 34 ⼈で鈴⿅に関わりのある主に職 

業人の集まりです． 
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本日の相谷様のご講演が，当クラブの会員にと 

ってとても有意義な時間を与えて下さることに 

感謝します． 

さて、現在、鈴⿅市議会は会期中ということも 

あり、先週は公務のため、例会を⽋席させてい 

ただきました． 

会⻑あいさつを勇理維⼦副会⻑に託し、例会冒 

頭から新しい風を感じるステキな例会だったの 

ではないかと思います．勇さん、ありがとう 

ざいました． 

新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着 

いておりますので，先週より例会時間を通常の 

12 時半開始に戻しておりますが，みなさん，先 

週はいかがでしたでしょうか︖ご意⾒ございま 

したら，是非お聞かせいただければと思います． 

三重県の感染状況は，12⽉に⼊ってからは鈴⿅ 

市と伊勢市でひとりずつ発生した 2 件で，8 日 

連続で新規感染者ゼロとなっております．新し 

い変異株「オミクロン株」が世界では流⾏して 

おりますが，感染拡大防止をしっかりとして， 

⽇本においてはこのまま流⾏することなく収束 

していくことを切に願います． 

新型コロナウイルス感染症対策として，当クラ 

ブでも今年度から Zoom例会場を⽤意しており 

ますが，鈴⿅市議会でも昨⽇より委員会のイン 

ターネット録画配信が始まりました． 

公開会議とコロナ対策の融合はなかなか難しい 

ものがありますが，インターネット利⽤でもっ 

て更なる対策になればと思います． 

先⽇，藤野会⻑エレクト，勇会⻑ノミニー，沖 

幹事と私で，会員増強に向けて⾏動を共にして 

おりました．帰りに岸本会員のお宅にお邪魔し 

て，温室を⾒学させてもらいました．バナナが 

すごい迫⼒でした．岸本さん，ありがとうござ 

いました． 

ロータリーでは「入りて学び，出でて奉仕せよ」

とよくいいますが，職場例会は外に出て学ぶこ

とのできる貴重な機会です．コロナの事情もあ

って最近はなかなか職場例会はできないですが，

機会を⾒て再開できればと思います．最後に，

地区大会の出席確認をさせていただいておりま

す．来年 3 月 5 日で，会場は三重県営サンアリ

ーナです．バスでの移動を考えております．今

年こそは地区⼤会が開催できることを祈り，み

なさんと有意義な時間を過ごすことができるこ

とを願います．会⻑挨拶は以上です． 

 

幹事報告    沖 俊成 幹事 

1. 鈴⿅・⻲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︓令和４年１⽉５⽇（⽔） 

１８︓３０〜新年例会のため椿大神社 

⻲⼭ＲＣ︓ 12 月 20 日（月）⇒ 18⽇（⾦） 

クリスマス例会のため⼀⾷堂 

12 月 27 日（月）特別休会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策の 

ため、ビジター訪問・受付はご遠慮願い 

ます． 

2. 当クラブ例会変更について 

・12 月 21 日（火）18︓30〜徳兵衛において
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忘年家族例会 

・12 月 28 日（火）特別休会 

・2022 年 1 月 4 日（火）特別休会 

※2022 年 1 ⽉〜2 ⽉の例会プログラムにつ

いては、後日、メール・ＦＡＸでお知らせ致

します。 

3. 地区⼤会の登録料（￥10，000）を集⾦

させて頂きますので宜しくお願い致しま

す。参加申込が未だの方は、本日中に事務

局までお知らせください． 

4. 本日例会終了後、第 9 回理事・役員会を 

事務局において開催いたします．  

 

出席報告     森 喜代造 出席副委員⻑ 

正会員 34 名中名 21 出席．出席率︓80.76％ 

 

ニコニコボックス報告 

眞弓純一 親睦・家族委員⻑ 

          順不同・敬称略 

※多額 

※若林忠義︓忘年会に出席できませんのでニコボック

スに使わせて頂きます． 

⽥中 通︓相⾕様、卓話よろしくお願いします．鈴

⿅⻄ＲＣへようこそ． 

沖 俊成︓鈴⿅保健所 相⾕様、本⽇お世話にな 

 り ます． 

岩崎 透︓相⾕様、歓迎します． 

服部⾼宣︓相⾕様ようこそ．本⽇はよろしくお願い

致します． 

柴⽥友美︓相⾕様をお招きして．本⽇は術後の

診察⽇ですので早退します．すみません︕ 

野間芳実︓相⾕祐司様、本⽇は有難うございま

す． 

伊藤雅⽂︓鈴⿅保健所 課⻑代理 相⾕祐司様

楽しみにしています． 

 

本日のプログラム 

「ノロウィルス感染症〜⾷中毒と胃腸風邪〜」 

鈴⿅保健所 衛生指導課 課⻑代理 

相谷祐司様 
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会報発⾏担当︓川⼾広樹 


