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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; 

2022 年 1 ⽉ 18 ⽇(⽕)第 1673 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︓ それでこそロータリー 
ソングリーダー︓勇 理維⼦会員 
   

 
会⻑挨拶         ⽥中 通 会⻑ 

みなさん，こんにちは︕先週は椿さんで新春例

会でした．来られていなかったみなさん，あけ

ましておめでとうございます．今年もよろしく

お願いします．本⽇はゲスト・ビジターはいら

っしゃいません． 

さて，本⽇のプログラムはロータリー情報・ス

ター委員⻑ 岩崎透会員の卓話「創⽴以来の我が

クラブの活動」です．岩崎会員，よろしくお願

いします．とても楽しみにしております． 

ロータリー財団より，2020-21 年度「Every 

Rotarian, Every Year クラブ」ならびに「100％

ロータリー財団寄付クラブ」の表彰バナーが届

きました．⽇頃のご協⼒ありがとうございます． 

さて，COVID-19 の感染急拡⼤を受けて，近々，

再び臨時休会にしないといけない情勢です． 

そこで，本⽇，再び当クラブの Zoom 例会場の

資料をお⼿元にお配りさせていただきました． 

今⽇は Zoom 例会場に寺⽥会員が⼊室してもら

っていますが，寺⽥さん以外にも沖幹事がこの

例会場から Zoom 例会場に⼊っております． 

このコロナ禍の中で，ひょっとすると完全に

Zoom だけで例会を⾏うことになるかもしれま

せん．皆さんのスマホで⽐較的簡単に Zoom 例

会場に⼊室できますので，この例会中にでも試

してもらえればと思います． 

昨⽇，鈴⿅市児童詩コンクールの選者としてお

世話になっております⾐斐弘⾏先⽣のところに

お邪魔したのですが，⾐斐先⽣もいつも京都で

集まっていた会合が昨⽇より Zoom になったと

のことでした．コロナ禍で会えない⽅々の顔が

⾒えるというのはとても良いもので，この⼿法

に慣れていくとかなり便利になりそうだと⾔わ

れていました． 

Virtual というと，仮想のものとか，はたまたま

がい物のような印象操作がされている⾔葉とし
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て使われることが多いですが，本来の意味は「本

質的に同じ」というものです．コロナ禍で多く

の Rotary 活動が制限を受けているわけですが，

その中でこそRotaryの本質が⾒えてくるのかな

と思います．今年は鈴⿅市児童詩コンクールの

審査過程における名簿作りを，鈴⿅⾼校インタ

ーアクトクラブの皆さんに協⼒してもらうこと

になっております． 

インターネット上の共有ファイルをみんなで同

時に作業することになるのですが，新しい時代

のボランティアの形になるかと思います． 

いろんなことを模索し，Rotary の本質を⾒出し

ていければと思います． 

会員のみなさんにも随時お知らせさせていただ

きます．ありがとうございました． 

 
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︓1⽉ 19 ⽇（⽔）・1⽉ 26 

⽇（⽔）・2⽉ 2 ⽇（⽔）・2⽉ 9 ⽇（⽔） 

臨時休会 （新型コロナウイルス感染拡 

⼤防⽌の為） 

鈴⿅ＲＣ︓1⽉ 19 ⽇（⽔）・26⽇（⽔） 

2⽉ 2 ⽇（⽔）・9 ⽇（⽔） 

臨時休会（新型コロナウイルス感染防⽌ 

対策の為） 

⻲⼭ＲＣ︓1⽉ 24⽇（⽉）・31 ⽇（⽉）・ 

2 ⽉ 7 ⽇（⽉）臨時休会（新型コロナウイ

ルス感染拡⼤防⽌のため） 

2. 2021-2022 年度下半期会費納⼊について、

昨年 12 ⽉ 27 ⽇付けで、メール・ＦＡＸに

よりお知らせしました．お振込みが未だの⽅

はよろしくお願いいたします． 

振込先︓百五銀⾏ 平⽥町駅前⽀店 

 （普通）206775 

    鈴⿅⻄ロータリークラブ 

⾦額︓123，000 円（通常会費 120，000

円／⽶⼭特別寄付⾦ 3，000円） 

3. 2022 年 1 ⽉のロータリーレートは、 １ド

ル＝115 円です． 

4. 2022 年会⻑エレクト研修セミナーのご案内 

⽇時︓2022 年 3 ⽉ 26 ⽇（⼟）登録受付 

10︓00 点鐘 10︓30 

懇親会 17︓35 終了 19︓05 

場所︓都ホテル岐⾩⻑良川 

岐⾩市⻑良福光 2695-2  

TEL︓058-295-3100 

登 録 料︓ ￥18,000／１名 

出席者︓藤野恵⼦ 会⻑エレクト 

5. 鈴⿅ロータリークラブより鈴⿅・⻲⼭グルー

プガバナー公式訪問合同例会・ＩＭの報告書

が届きましたので配布してございます． 

6. 中部⽇展会事務局より、「第 8 回⽇展名古屋

展」（期間︓2022 年 1⽉ 26⽇〜2⽉ 13⽇）

の宣伝協⼒について、案内を頂いております． 

割引券とチラシは事務局にあります． 

7. 次週 1⽉ 25⽇（⽕）例会終了後、第 10回

理事・役員会を事務局において開催いたしま

す． 
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委員会報告 

＊1 ⽉度 諸事お祝い 

      眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑ 

 【会員誕⽣⽇】仲村義昌会員 ⼩林英将会員 

   寺⽥有⼦会員 藤⽥ 充会員 

 【結婚記念⽇】伊藤義⼀・美江⼦様 杉村吉 

雄・幸⼦様 沖 俊成・澄⼦様 藤⽥ 

充・美智⼦様 ⾐斐信⾏・朋⼦様 
 
＊1/13（⽊）⽩⼦中学校出前講座の報告 

沖 俊成幹事・柴⽥友美⻘少年奉仕委員⻑ 

 
出席報告     森 喜代造 出席副委員⻑ 

正会員 32名中 20名出席．出席率︓76.92％ 
 

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 

※川⼾広樹︓椿⼤神社でお酒を頂きました．ありがと
うございました． 

⽥中 通︓本⽇は岩崎さん、卓話よろしくお願いし
ます．  

沖 俊成︓椿の⽅では吹雪です．でも、梅やローバ

イの蕾がふくらみ春を待っています． 
若林忠義︓今年もよろしくお願い申し上げます． 
岩崎 透︓本年もよろしくお願いします． 
森 喜代造︓岩崎さん︕本⽇の卓話楽しみにして

おります．本年もよろしくお願いします． 
柴⽥友美︓ロータリー情報・スター委員会 岩崎委

員⻑、本⽇の卓話「創⽴以来の我がクラブの活
動」楽しみです．よろしくお願いします． 

伊藤義⼀︓昨⽇は、阪神・淡路⼤震災の発⽣から
27 年でした．その⽇は私のロータリーの⼊会⽇で、
今でも忘れられません． 

野間芳実︓岩崎会員の卓話、楽しみにしておりま
す． 

眞⼸純⼀︓岩崎さん、本⽇卓話よろしくお願いしま
す． 

本⽇のプログラム 

「創⽴以来の我がクラブの活動」 

岩崎 透 ロータリー情報・スター委員⻑ 

 
 

 
会報発⾏担当︓川⼾広樹 


