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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 3 ⽉ 15 ⽇(⽕)第 1674 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: 12︓15 
例会進⾏: 加藤 稔 副ＳＡＡ 
点鐘: 会⻑ ⽥中 通 
ソング︓ 君が代 奉仕の理想 
ソングリーダー︓服部⾼宣 副ＳＡＡ 
    
会⻑挨拶         ⽥中 通 会⻑ 

 
みなさん，こんにちは︕ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を受けて， 

1 ⽉ 18 ⽇の例会を最後にしばらく臨時休会が続

いていましたが，三重県のまん延防⽌重点措置

解除を受けまして，本⽇，久しぶりの鈴⿅⻄ロ

ータリークラブの例会になります︕ 

みなさん，お元気でしたか︖本当にみなさまの

お顔を拝⾒できて，うれしいです． 

私も私の家族も何とか対応してきましたが， 

学童保育施設で 1 回の閉所，保育園で 2 回の休

園があり，⼩ 2 息⼦と年⻑娘が 1 回ずつ検査対

象になり，検査結果が出るまで，⾃宅内で⽚⽅

の親を付けて⽣活空間を分離して過ごす対応を

とったりしていました．これがなかなか⼤変で

した． 

仮想陽性者との応対なので，検査結果が出るま

で外に出る仕事も控えたりしておりました． 

陰性が判明してからも，しばらくは登校登園を 

⾃粛して，家族の負担が⼤きかったですね． 

中学校の卒業式直前に，三重県もまん延防⽌措

置が解除されましたが，3/21 までは三重県「再

拡⼤阻⽌重点期間」となっています． 

昨⽇ 3 ⽉ 14 ⽇の三重県発表は，289 件プラス県

外発表 12 件で合計 301 件．⽇曜⽇の数字とは

⾔え，ようやく 300 を切るくらいまで減ってき

ました．早く県内ゼロ件になるように，感染対

策および感染拡⼤防⽌策をとりましょう． 

我が鈴⿅⻄ RC も⽉内は，早めの 11 時半開始，

短縮例会，お弁当持ち帰りで感染対策および感

染拡⼤防⽌策をとり，例会に臨みます． 

今しばらく，ご協⼒よろしくお願いします． 

臨時休会のために，地区職業奉仕 原尾委員⻑の

卓話もなくなりましたし，鈴⿅市児童詩コンク

ール実⾏委員会の表彰式もなくなりました． 

担当されました会員の皆様，申し訳ございませ

んでした．⼀⽅で，2 ⽉末には⽶⼭奨学⽣ ブン・

ティ・フウンさんの奨学⾦贈呈を事務局で⾏い， 

伊藤義⼀カウンセラー，野間芳実委員⻑，森喜
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代造委員，杉崎雅代委員が関で⾏われていたひ

な祭りに連れて⾏ってくれました．ありがとう

ございました． 

表彰式はできませんでしたが，鈴⿅市児童詩コ

ンクールは審査が進み，その状況を⾐斐信⾏委

員⻑に報告していただきます． 

よろしくお願いします． 

最後に，ロシアのウクライナ侵攻に関して，国

際ロータリーが声明を出しましたので読み上げ

させていただきます． 

------------------------------------------------ 

ウクライナと世界の⼈びとにとって、痛ましく

悲惨な状況となっています。 

ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、

⼈命の喪失および⼈道的苦難が深刻化している

ことを深く懸念しています。ウクライナに対す

る軍事⾏動が続けば、地域の荒廃を招くだけで

なく、欧州と世界にも悲惨な結果が広がる恐れ

があります。 

世界最⼤の⼈道⽀援団体の⼀つとして、ロータ

リーは「平和」を世界的使命の礎としてきまし

た。私たちは、国際社会とともに即座の停戦、

ロシア軍の撤退、および対話を通じた対⽴解決

のための外交努⼒の再開を求めます。 

過去 10 年間、ウクライナ、ロシア、および近隣

諸国のロータリークラブは、国の違いを超えて、

親善を推進し、戦争や暴⼒の被害者への⽀援を

先導する平和構築プロジェクトに積極的に取り

組んできました。私たちは今、この悲劇的な出

来事に直⾯しているウクライナのロータリー会

員や⼈びとのために祈ります。国際ロータリー

は、救援物資や⽀援を提供し、ウクライナ地域

に平和をもたらすために全⼒を尽くします。 

国際ロータリー 

25-Feb-2022 

------------------------------------------------ 

それでは今⽇の久しぶりの例会，よろしくお願

いします． 

 

幹事報告        沖 俊成 幹事 

 
1.現（第 10 回）・次期（第 1 回）合同理事・役

員会（1 ⽉ 25⽇開催） 

1）2021-22 年度 3 ⽉〜4 ⽉度プログラムに   

ついて︓鈴⿅⻄ロータリークラブとして３⽉

１４⽇までコロナ対応として臨時休会とする． 

3 ⽉ 5 ⽇ 地区⼤会参加については主催者よ

りの開催の可否連絡待ち． 

13 ⽇ 児童誌コンクール 表彰式はコロナ禍

につき中⽌とする． 

15⽇ 創⽴３７周年記念例会はコロナ対応で

⼀旦延期とし 例会は短縮例会 11:30 開始と

し、昼⾷は持ち帰り． 

29 ⽇ 短縮例会  

4 ⽉ 通常予定であるが ２⽉の理事会で再

度、付議する． 

2）2022-23 年度グローバル・グランツについ 

 て︓鈴⿅⻄ RC としては 参加の⽅向で承認。

予算＄５００〜． 

3）2022-23 年度会計選任（後任）ならびに委 

員会構成について︓川岸会員退会に伴い 加
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藤会員で承認． 委員会構成については 添

付資料の各委員⻑には承諾を得ている． 

各所属委員について・・SAA委員については 

最終調整． 

2.第 11 回理事・役員会（2 ⽉ 15⽇開催） 

1）3 ⽉〜4 ⽉度 プログラムの確認 

コロナ対応として４⽉度 例会は１１︓３０

〜１２︓１５ 昼⾷持ち帰りとするが 

プログラム内容により 終了時間は臨機応変

に対応する． 

2）ＩＭ実⾏委員会組織について・・・9 ⽉開催

に向けて実⾏委員⻑提案を含めて協議開始． 

3.2022 年 3 ⽉のロータリーレートは、１ドル＝

116 円です。 

4.鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変 

鈴⿅シティＲＣ︓3 ⽉ 16⽇（⽔）短縮例会 19︓ 

00〜19︓40 

  3 ⽉ 23 ⽇（⽔）短縮例会 19︓00〜19︓40 

  3 ⽉ 30 ⽇（⽔）特別休会 

鈴⿅ＲＣ︓3 ⽉ 23 ⽇（⽔）短縮例会 12︓45

〜13︓30 

3 ⽉ 30 ⽇（⽔）特別休会 

鈴⿅ベイ︓3 ⽉ 24 ⽇（⽊）特別休会 

⻲⼭ＲＣ︓3 ⽉ 21 ⽇（⽉）法定休⽇ 

3 ⽉ 28 ⽇（⽉）短縮例会（ロータリー事務 

所）    

※各クラブとも感染症対策のため、ビジター受

付はご遠慮ください。 

5.「ロータリーの友」購読料改定のお知らせ 

  現⾏ １冊 200 円（税別） ⇒ 変更後 

250円（2022 年 7⽉より） 

6.国際⻘少年交換2022-23 年度夏期派遣学⽣募

集案内 

 派遣先︓アメリカ・オーストラリア・ニュー

ジーランド・フランス・ノルウェー等々 

 資格︓ロータリークラブが推薦する⾼校⽣（願

書提出時在学中で、中学 3 年⽣、⾼校 

1 年⽣、2 年⽣の者）で、学業成績は平均以上、

且つ⽇本国籍を有する者 

 期間︓2022 年 8 ⽉より 1 年間 

 選考⽇︓2022 年 7⽉ 25⽇（⽇） 

 ※詳細については、事務局でご確認ください。 

7.2022 年地区研修・協議会のご案内 

  ⽇時︓2022 年４⽉ 16⽇（⼟） 

◎登録受付・昼⾷ 11︓30 ◎点 鐘 13︓00 

◎終 了 16︓50 

会 場︓⻑良川国際会議場（主会場） 

岐⾩市⻑良福光 2695-2  

    TEL058-296-1200 

    都ホテル岐⾩⻑良川（副会場） 

    岐⾩市⻑良福光 2695-2  

 TEL058-295-3100 

※⻑良川国際会議場で受付後、都ホテルで昼⾷

をお済ませ下さい。 

登録料︓\10,000／１名 

※出席義務者の⽅には、先にメール・ＦＡＸ

でお知らせしておりますが、改めて案内⽂

書をトレイに配布してございますのでご確

認ください。 

8.地区ガバナー事務所より、2024-25 年度ガバ

ナー候補推薦（再）について案内をいただい

ております。締切⽇︓2022 年 5⽉ 31 ⽇（⽕） 

9.3 ⽉ 29 ⽇（⽕）例会終了後、12︓45より、

第 12 回理事・役員会を事務局において開催致

します。 

10.受贈誌︓2020-2021 年度 地区記録誌 
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委員会報告 

＊2 ⽉・3 ⽉度 諸事お祝い 

       柴⽥友美 親睦・家族委員 
 
【2 ⽉会員誕⽣⽇】     

川⼾広樹会員  

杉村吉雄会員 

【2 ⽉結婚記念⽇】

追⼿⾵直樹・裕美様 

【3 ⽉会員誕⽣⽇】

杉﨑雅代会員  

⾐斐信⾏会員  

野間芳実会員 沖 俊成会員 
 
【3 ⽉結婚記念⽇】服部⾼宣・けい⼦様  

森 喜代造・頼⼦様 藤野惠⼦・輝久様  

眞⼸純⼀・由⾹⾥様 江藤隆仁・早苗様 
  
＊ロータリーの友 3 ⽉号紹介 

       岩崎 透クラブ広報委員 

2 ⽉ 3 ⽉号まとめて簡単

に紹介させていただきまし

た。今⽇は通常のご紹介と

別にガイ・ガンディカーに

ついて紹介させていただき

ます。   1923－24 年度ＲＩ会⻑。アメリカ・

フィラデルフィアＲＣ会員でした。 

ポール・ハリスの親しい友⼈でもあったそう

です。1923 年 9 ⽉ 1 ⽇、⽇本は関東⼤震災

に⾒舞われましたが、当時ＲＩ会⻑だった彼は

直ちに、励ましの電報と⽀援⾦ 2 万 5,000 ド

ルを、被害に遭わなかった⼤阪ＲＣを経由して

送ってくださったそうです。ロータリーの理想

とその活動を初めて包括的に述べた『ロータリ

ー通解』（原題“A Talking Knowledge of 

Rotary”、1916 年）の著者として有名です。

この書籍（⼩冊⼦）は、⼩堀憲助によって『ロ

ータリー通解』と訳されています。⼩堀⽒は、

この書籍の⽇本版『ロータリー通解』の序⽂で、

「ガイ・ガンディカーこそまさに⽇本ロータリ

ー発展の⼀つの重要な理論的原点となるべき

ものと思う。」と書いている。「その理論的功績

のゆえに 1923-24 年度 RI 会⻑になった」と

も記されているそうです。 

(ロータリーの友より) 
 
出席報告     森 喜代造 出席副委員⻑ 

正会員 32名中 18名出席．出席率︓69.23％ 
 

 
 

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 

※⼭崎ていじ︓ご無礼しております．新曲で東京〜
⼤阪、⼤阪〜東京、テレビ、ラジオと忙しくしており
ます．29 ⽇には出席できると思います．（ＣＤ）
また、宜しくお願い致します．（代筆） 

柴⽥友美︓コロナ、花粉と皆様ご⾃愛ください．世
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古⼝さんヴァンサンクのパンありがとうございます．  
杉﨑雅代︓満 38 歳︖を迎えました． 
世古⼝弘⼦︓ご無沙汰しておりました．久しぶりに

例会楽しみにしておりました．ていじさん、新曲で
東京・⼤阪、⾏ったり来たりでお会いできません．
新曲（ＣＤ）皆様よろしくお願い致します． 
29 ⽇に出席できると思います． 

伊藤雅⽂︓オミクロンもやっと落ち着きそうでなにより
です． 

岸本春雄︓椿トロピカル園をＣＮＳテレビで放映い
たしますので 3 ⽉ 18 ⽇ＰＭ6 時・9 時・0 時で
す． 

沖 俊成︓お久しぶりです． 
 

本⽇のプログラム 

2021 年度鈴⿅市児童詩コンクールについて 

⾐斐信⾏ 児童詩コンクール委員⻑ 
 
児童詩コンクール担

当の⾐斐です。今年も

残念ながら表彰式は

開催されませんでし

た。これで 3回中⽌と

なっています。今夜の実⾏委員会で準備をして

市内の⼩学校の受賞者に賞状と商品を配布す

ることになっています。 

因みに鈴⿅⻄ロータリークラブ会⻑賞は、深伊

沢⼩ 5 年 岡本茅⾵さん、河曲⼩ 4 年 ⻄川明

⽇⽃さんに決まりましたのでご報告いたしま

す。 
 
2021 年度鈴⿅市児童詩コンクール 

⽥中 通 児童詩コンクール委員    
今回は鈴⿅⾼校 IAC にも鈴⿅市児童詩コンクー

ルにご協⼒いただきました．コロナ禍の中で⾃

由に活動ができない中でしたが，インターネッ

ト上での共同作業環境を準備しまして，審査会

準備資料の作成を⼿伝っていただきました． 

インターアクター達と佳作候補作品 PDFをネッ

ト上で共有し，Google Drive 上に Google 

Spreadsheet のファイルを置き，同時に編集で

きる環境を作りました．時間を決めて作業に当

たり，複数⼈数で佳作作品リストを仕上げまし

た．私のパソコンの画⾯でも，同時に 3 ⼈が編

集作業を⾏っているのが⾊分けされて⾒ること

ができ，実に興味深いものでした． 

コロナ禍における新しいボランティアの形を模

索しつつ，協⼒者のすそ野を広げることができ

て，⾮常に喜ばしかったです． 

 

Web 出席の寺⽥有⼦さん 

 
 
 
＊2022-2023 年度委員会構成発表 

藤野惠⼦会⻑エレクト 
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編集の都合で最終ページになりました。  

会報担当︓岩崎 透 

 

             


