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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:  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 4 月 12 日(火)第 1677 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: 伊藤雅文 副ＳＡＡ 

点鐘: 会長 田中 通 

ソング： 我らの生業 

ソングリーダー： 勇 理維子会員 

 

会 長 挨 拶        田 中  通  会 長

 
みなさん，こんにちは！本日も新型コロナウイ

ルス感染症対策での短縮例会となりますが，よ

ろしくお願いします． 

私事ですが，下の娘が今春，若松小学校に入学し

ました．2018 年あたりのオーシャンテラスでの

例会に連れてきた時は，まだ 2 歳ぐらいでした

でしょうか．みなさんに構っていただいたおか

げで，社交的な娘に育ちました．ありがとうござ

います． 

年度初めの学校・・学童保育・・PTA 関連の書類仕事

がようやく収まりそうです．息子の時代を含め

て 7 年近くいくつかの保育園でお世話になった

のですが，遂に子ども達の保育園への送迎が終

わり，忙しかった朝の時間に余裕が生まれまし

た．まるで新しい地平線が見えてきたような感

覚で，これまでできなかったことに着手するこ

とができるやる気に満ちております． 

できていなかったことの筆頭は嫁さん孝行でし 

たので，今朝は Joyfull で朝食をいただいて，海

岸を散歩しました．夫婦円満に努め，Rotary 活

動にも良い影響を与えていきたいです． 

さて，先週は大坂南 RCより松田様，横山様，山

岡様をお招きしました．お三方より，鈴鹿西 RC

での歓迎に感激したとお言葉をいただきました． 

みなさんのホスピタリティに感謝します． 

大阪南 RC のゲストの方々より，海外での奉仕活

動，特にカンボジアを中心にお話しいただきま

して，私はとても興味深く聞かせいただきまし

た．みなさんはいかがでしたでしょうか？ 

先週の例会後に沖幹事とともに彼らと奉仕活動

についてもう少し深くお聞きする機会がありま

した．大坂南 RC はなかなか余裕のあるクラブ

で，会員数は 180 名を少し切ったくらいだそう

です． 

彼らが目を向けているカンボジアでは医療環境
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が整っておらず，触診での乳がん検診での誤判

定が凄まじく，乳房の全摘出を 200 例調べたと

ころ，本当に乳がんだったのはたったの 5 例だ

ったと聞きました． 

「献体」の制度もなく，ほぼ医者が実際に人体を

切るのは，生きている患者さんが初めてとのこ

とで，危険な手術が当たり前になっているよう

です． 

次年度は国際ロータリー初の女性会長としてジ

ェニファー・ジョーンズ氏を迎えるわけですが， 

未だ光が当てられていないジェンダー的な課題

に取り組んでいただけることを期待します． 

次年度会長テーマ: IMAGINE ROTARY が発表

された時，ジェニファー・ジョンズ会長エレクト

は世界にもたらせる変化を想像して大きな夢を

描き、その実現のためにロータリーの力とつな

がりを生かすよう呼びかけました。 

「想像してください、私たちがベストを尽くせ

る世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界

に変化をもたらせると知っています」 

私たちも大きな夢を抱き，その最短の実現を目

指すべく，Rotary 活動を続けていきましょう． 

私たちの大きな夢のひとつである平和の実現 

― 本日も例会場の後ろでウクライナ人道支援

の募金を行っております．今日も杉村国際奉仕

委員長に窓口になってもらっております．あり

がとうございます． 

このウクライナ人道支援募金へのみなさんから

のご厚志のほど，よろしくお願いしまして，本日

の会長あいさつといたします． 

今日も充実した例会をよろしくお願いします． 

 

幹事報告         沖 俊成 幹事 

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例

会変更のお知らせ 

鈴鹿ベイＲＣ：４月１４日（木）特別休会 

４月２１日・（木）会場都合のため・（新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため）わが家 

４月２８日（木）特別休会 

2. ・次週 4月 19 日・（火）12・：45～理事・・役員

会を事務局において開催致します．・  

 

次期幹事報告    江藤隆仁次期幹事 

1. 2022-2023 年度活動計画書提出について、

各次期委員長様に用紙を配布してございま

す。4月 30日・（土）までに、次期幹事また

は、事務局までご提出くださいますようお

願い致します．メールアドレスをお持ちの

方には、後ほど用紙を送らせて頂きますの

で、データにてご提出をお願い致します． 

2. 4 月 16 日・（土）地区研修・・協議会出席者へ、

乗車場所・出発時間等の確認のため名簿を

配布してありますのでご確認ください． 

 

出席報告     森 喜代造 出席副委員長 

正会員 32 名中 19 名出席．出席率：79.16％ 

 

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 

沖 俊成：今日午後 2 時より次期鈴鹿・亀山グル

ープの打合せ会をここで行います．次年度は 7 月

からですが、もう始まっています． 

野間芳実：4/6 加藤さん、岸本さん、杉村さん、沖

さんには、大変お世話になりました． 

若林忠義：皆さん元気ですか．私は元気です． 
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本日のプログラム 

今年度各委員会 

経過報告 

クラブ運営委員会 

 

勇 委員長 

例会プログラム 

 

服部 委員長 

出席 

 

森 副委員長 

 

 

 

親睦：家族 

 

柴田委員 

S A A 

 

伊藤 副 SAA 

 

会員 維持 増強 

 

藤野 委員長 
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ロータリー情報：スター  

 

衣斐 副委員長 

 

クラブ広報 

 

川戸 委員長 

 

職業奉仕 

 

河田 委員長 

 

 

社会奉仕 

 

岸本 委員長 

 

青少年奉仕 

 

柴田 委員長 

 

インターアクト 

 

杉崎 副委員長 
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国際奉仕（WCS） 

 

杉村 委員長 

 

 

米山記念奨学会 

 

野間 委員長 

児童詩コンクール 

 

衣斐 委員長 

 
 

ロータリー財団 

 
NO PHOTO 

江藤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

深谷公園 植栽花壇  

 

ロータリーマークも鮮やかに 綺麗に咲きまし

た。        岸本社会奉仕委員長より 

 

ウクライナ人道支援募金 協力有難うございま

す。4 月１９日の例会まで募金箱設置しています 

ので 宜しくお願いします。 

国際奉仕 杉村委員長。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報発行担当：江藤隆仁 




