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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:

事務所:
電話:

1985 年 6 月 3 日(No. 1665);

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;
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 4 月 5 日(火)第 1676 回例会

次期国際奉仕担当理事 横山慶治様

例会場：鈴鹿商工会議所 4 階 大ホール

次期世界社会奉仕委員長 山岡大様

開始: 11：30 終了: 12：15

のお三方です．

例会進行: 伊藤雅文 副ＳＡＡ

鈴鹿西ロータリークラブへようこそ！

点鐘: 会長 田中 通

ツインクラブであるタイ国ルンピニ RC とのご

ソング： 君が代 奉仕の理想

縁で当クラブに来ていただきました．後程、本日

ソングリーダー： 勇 理維子会員

のプログラムで卓話をしていただきます．

ゲスト：大阪南ロータリークラブ
世界社会奉仕委員長 松田朋浩様

よろしくお願いします．

次期国際奉仕担当理事 横山慶治様

岸本会員にはルンピニ RC との繋ぎをお世話に

次期世界社会奉仕委員長 山岡 大様

なりました．ありがとうございました．

会長挨拶

田中

さて，本日も新型コロナウイルス感染症対策で

通 会長

短縮例会となっております．通常より 1 時間早
めの 11 時半開始，例会時間 15 分短縮の 45 分
例会，会場での昼食なしのお弁当お持ち帰りで
よろしくお願いします．
鈴鹿西ロータリークラブは創立 S60.3.27 で，
現在の会員数 32 名で女性会員 7 名，割合では
21.9%です．私は 37 人目の会長で，来期は 2
人目の女性会長を迎えます．
さて，今日は消防団の話をさせていただきます．

みなさん、こんにちは！会長の田中通です．

当クラブには鈴鹿市消防団長を長らく務められ

今日は遠方より素晴らしいゲストをお迎えして

ました藤田会員が在籍していることもあり，消

おります．

防団を身近に感じられると思います．

大阪南ロータリークラブ

消防団員は生業を持ったボランティアです．

世界社会奉仕委員長 松田朋浩様

消防団は，消防本部をはじめ，消防署，自治防災
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組織と連携を図りながら活動しています．

ちなみに，4 月といえど夜は寒いので，冬支度で

毎年，その消防操法を切磋琢磨するための大会

来られることをおすすめします．

があり，今年は 7/10 に三重県消防学校で三重県

本日は市民のボランティア消防団と消防操法の

消防操法大会が開催されます．

紹介をしまして，会長挨拶とさせていただきま

鈴鹿市を代表して私の地元の若松分団が出場す

す．本日もよろしくお願いします．

る予定です．実は 3 年連続の代表なのですが，

幹事報告

コロナ禍で 2 年流れて，今年こそは開催しても

沖

俊成 幹事

らいたいと望んでいます．
「消防操法」は，消防庁の「「消防操法の基準」に
基づいた，日本の消防訓練における基本的な器
具操作「・動作のことで，消防人としての心構えを
培い，消防活動に必要な「「心「・技「・体」を養う訓
練です．この度，若松分団が出場する小型ポンプ
操法は，5 人の選手が小型ポンプの放水口から
20 メートルのホースを 3 本つなぎ合わせ，標的

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例

をいかに正確，かつ，迅速に倒すことが出来るか
を競います．標的を倒すまでの時間の速さ，規律

会変更のお知らせ

や団員同士の同調する動きが審査の対象になり

亀山ＲＣ：4 月「 「 4 日「 月）
・
「 4 月 11 日「 月）
・
「

ます．柔道でいえば型の位置づけでとても重要

4 月 25 日「 月）18「 30～19「 10 短縮例会

なのですが，実は総務省での指摘があり，その

新型コロナウイルス感染拡大防止のため）

「型」ともいえる操法の基準が今回から変わり

ロータリー事務所

ました！単に速さだけでなく，動作の見直しや，

4 月 18 日「 月）⇒16 日「 土）2022 年地区

安全確認の刹那に見えるゆとりであったり，過

研修・協議会参加のため長良川国際会議場
2. 第 12 回理事・役員会決議報告

去 2 年間みっちり仕上げてもらった操法からは，
大きく変わってしまいました．

●4 月度プログラムの確認ならびに 5 月～6

びっくりの変更だったのですが，過去 2 年の修

月度プログラムについて・・・

練を活かして，鈴鹿市を代表して立派に新しい

＊4 月 5 日「 火）大阪南ロータリークラブの

消防操法を習得されることを信じております．

来訪について

昨日 4/4 から，大会に向けて練習が始まりまし

大阪南 RC「 次年度国際奉仕委員長

た．鈴鹿市中央消防署東分署で大会直前の 7/8

大氏他１名を例会ゲストとして迎え卓話の

まで月水金の 19:30 から 21:30 まで練習を行

依頼をする。

っております．是非，練習を見に来ていただいて

＊5 月例会について、通常／短縮の判断は４

消防団員のみなさんを応援してあげてください．

月の理事会でコロナの状況を鑑み決定する。
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5 月 17 日 31 日の会員卓話はいずれも調

日時 2022 年 4 月 23 日 土）14 時～

整中とする。6 月最終例会は

場所 米山梅吉記念館ホール

例会

食事

昼開催とし

親睦会を含んで最大３時間で

運営をする。理事会の意向を親睦

講演 講師 遠山敦子氏 東京ＲＣ）

家族委

委員会報告

員長に会長から伝える。

＊ 米 山 カ ウ ン セ ラ ー 感 謝 状 の 授 与

●ウクライナへの人道支援金の協力につい
て・・・2630 地区よりの 案内文を会員に
配布し協力を求める。
４月例会 5 日 12 日 19 日各例会時 会
場に募金箱を設置する。
3.「 ウクライナへの人道支援金協力について、地
区ガバナー事務所からの文書を配布してござ
います。4 月 5 日「・12 日「・19 日の例会で支援
金を募ります。募金箱を設置しましたので、ご
協力のほどお願い致します。
4. 次期会員増強研修セミナー開催のご案内
日時「 2022 年 5 月 14 日「 土）受付 10「
15 ～

点鐘

11

00

昼 食 12

15

終了 14 40
「 場所 岐阜グランドホテル
「 登録料 ￥7，000／1 人
出席義務者 次期会長、次期幹事、次期会

＊4 月度諸事お祝い

員増強関連委員長、多様性関連会員

柴田友美

女性会員・外国籍会員、40 歳未満会員）

親睦・家族委員

任意 その他希望者、クラブ推薦会員
5.

2022 年 4 月のロータリーレートは、１ド
ル＝122 円です。

6. 4 月 12 日 火）14 00 より鈴鹿・亀山グ
ループ次期会長、幹事事前打合せ会を例会
場 4Ｆホール）において開催致します。
出席者は次期ガバナー補佐、5ＲＣ次期会長、
幹事、ＩＭ実行委員長です。

【結婚記念日】仲村義昌「
・千鶴子様、若林忠義「
・

7. 米山梅吉会館春季例祭のご案内

千恵子様、鈴木英夫・ゆかり様
3

The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630
様ようこそ鈴鹿市へお出で下さいました．今後

＊ロータリーの友 4 月号紹介

の御活躍をお祈りします．

川戸広樹 クラブ広報委員長

野間芳実：大阪南ロータリークラブの松田様、横
山様、山岡様を歓迎して．
世古口弘子：花の命は短くて、・・．とくに桜の散
るのは早いですﾈ．ＣＤの沢山の御協力ありが
とうございました．
山崎ていじ：感謝です！！

本日のプログラム
「大阪南ロータリークラブ活動報告」
＊会員名簿用資料提出について
江藤隆仁 次期幹事
次年度「 2022-23 年度）会員必携の会員名簿作
成につき、変更がある方は本日配布致しました、
「会員名簿資料提出のお願い」の用紙を事務局
へ 4 月 18 日 月）までにご提出ください。

出席報告

森 喜代造 出席副委員長

正会員 32 名中 20 名出席．出席率 80.00％

カンボジアでの乳がん検診

検査能力向上支援

について マンモグラフィーによるカルメット

ニコニコボックス報告

病院での

柴田友美 親睦・家族委員

診断能力向上にむけて

大阪南 RC

の支援により 放射線技師の知識 技術の支援

順不同・敬称略
※多額

を行い 大きな成果を上げ

大阪南ＲＣ 松田朋浩様：本日はありがとうござい

誤診の率を大幅に

減らし カンボジアのメディアにも取扱われ

ます．

評価を頂いており 引き続きカンボジア国内に

大阪南ＲＣ 横山慶治様：本日はありがとうござい

広げて行きたいと活動中です。

ます．
大阪南ＲＣ 山岡 大様：本日はお招きありがとう
ございます．

会報発行担当：江藤隆仁

※田中 通：大阪南ＲＣ 松田様、横山様、山
岡様、鈴鹿西ロータリークラブへようこそ！歓迎
します．
沖 俊成：大阪南ロータリークラブ 松田様、横
山様、山岡様 ようこそお越し下さいました．
岸本春雄：大阪南ロータリークラブ様ようこそ．
森 喜代造：本日、大阪南ロータリークラブの皆
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