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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 5 ⽉ 31 ⽇(⽕)第 1682 回例会

ます．

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4 階 ⼤ホール

先週は，深⾕公園での「花壇の花の植替えと植

開始: 11︓30 終了: 12︓30

栽」で，伊勢⻲鈴会⼋野就労⽀援センターと⼋

例会進⾏: ⾐斐信⾏ 副ＳＡＡ

野⽣活介護センターからも多数ご参加いただき

点鐘: 会⻑ ⽥中 通

まして，岸本社会奉仕委員⻑を中⼼に、会員の

ソング︓ ⼿に⼿つないで
ソングリーダー︓ 服部⾼宣 副ＳＡＡ

みなさん、本当にありがとうございました．

ゲスト︓国際ロータリー第 2630 地区

公務のため例会出席が叶いませんでしたが、翌

パストガバナー 岡⽥信春様（鈴⿅シティＲＣ）

⽇には中⽇新聞の写真⼊り記事を読ませていた
だき，昨⽇は実際に花壇を⾒させていただきま
した．花で⽇本国旗とウクライナ国旗を⾒⽴て
た平和への祈りを込めた素晴らしい花壇でした．
深⾕公園における鈴⿅⻄ロータリークラブの植
樹・植栽活動は 2006-2007 年度林照夫会⻑・
沖俊成幹事の年度にグリーンプロジェクトとし
て始まり，今年度で 16 年度⽬となりますが，今
回もロータリーの公共イメージを⾼めることに

会⻑挨拶

⽥中 通 会⻑

寄与できました．みなさん，本当にありがとう

こんにちは︕会⻑の⽥中通です。

ございました．

本⽇は素晴らしいゲストをお迎えしております．

さて，私事ですが，最近は 3 週連続で地域の草

国際ロータリー第 2630 地区 パストガバナー

刈りがあり，来週にも⼤きな草刈りが控えてお

鈴⿅シティロータリークラブの岡⽥信春様です．

ります．作業していると暑さがどんどん危険な

岡⽥パストガバナー本⽇はようこそ鈴⿅⻄ロー

レベルになってきていることに気づきます．

タリークラブにお越しくださいました．

⼟曜⽇に帰宅すると，⾃宅周辺で⾃転⾞の練習

本⽇のプログラムでは岡⽥パストガバナーから

をしていた⼩学校 1 年⽣の娘が熱中症で体調を

RI の規定審議会関連の卓話をいただきます．

崩していました．草刈の作業現場では，周囲に

岡⽥パストガバナー，本⽇はよろしくお願いし

⽔分補給と無理する前の休憩を⼝うるさく呼び
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かけていたのですが，灯台下暗しと⾔いますか，

6 ⽉ 27 ⽇（⽉）親睦例会（場所未定）

思わぬところで熱中症が発⽣していました．

2.本⽇例会終了後、13 時より事務局において、

安全は何よりも⼤切です．みなさんにはミネラ

現・次期理事、役員会を開催いたします。

ルと⽔分補給をしっかり摂っていただき，健康
にお過ごしいただければと思います．
クールダウンのことを⾔ったところですが，例
会の最後には岡⽥パストガバナーの卓話で胸を
熱くされることでしょう．
⼼と体の温度変化に気づきながら，本⽇も例会
を楽しんでいただければと思います．

出席報告

本⽇もヨロシクお願いします︕

杉﨑雅代 出席委員

正会員 32 名中 16 名出席．出席率︓69.56％

幹事報告

沖 俊成 幹事
ニコニコボックス報告

1.鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑

変更のお知らせ

順不同・敬称略

鈴⿅ＲＣ︓6 ⽉ 22 ⽇（⽔）17︓30〜最終例
※多額

会 椿会館

※鈴⿅シティＲＣ岡⽥信春パストガバナー様︓

6 ⽉ 29 ⽇（⽔）特別休会

卓話させて頂きます．宜しくお願いします．

鈴⿅シティＲＣ︓６⽉１５⽇（⽔）１７︓３

※⽥中

０〜１９︓３０親睦旅⾏例会の為、⼾⽥家

通︓岡⽥パストガバナー、本⽇はよろ

しくお願いします．

嬉春亭

沖 俊成︓パストガバナー 岡⽥様、本⽇はあ

６⽉２９⽇（⽔）特別休会

りがとうございます．

鈴⿅ベイＲＣ︓ ６⽉２⽇（⽊）特別休会

岩崎

6 ⽉２３⽇（⽊）親睦例会

透︓鈴⿅・⻲⼭グループの誇り

岡⽥信

春パストガバナー、当クラブご訪問有難うご

６⽉３０⽊）特別休会

ざいます．本⽇は宜しくお願い致します．

⻲⼭ＲＣ︓6 ⽉ 6 ⽇（⽉）
・13 ⽇（⽉）
・20

藤野惠⼦︓岡⽥様ようこそお越し下さいました．

⽇（⽉）短縮例会（新型コロナウイルス

卓話よろしくお願いします．

感染拡⼤防⽌のため）
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勇

第６条 役員

理維⼦︓岡⽥様、ようこそいらっしゃいま

第 １節̶名称。RI の役員は、会⻑、会

した．今⽇は、宜しくお願い致します．

⻑エレクト、副会⻑、財務⻑、その他の理

岸本春雄︓岡⽥さんようこそ．

事、事務 総⻑、ガバナー、ならびに、グレー

服部⾼宣︓岡⽥ＰＧようこそ．卓話よろしくお

トブリテンおよびアイルランド内 RI の議⻑、

願い致します．

議⻑エ レクト、名誉会計である。

加藤 稔︓パストガバナー岡⽥信春様ようこそ．

第 ９条 規定審議会

野間芳実︓岡⽥信春ＰＧを歓迎して．

第 ５節 ̶ 採択決議案。理事会は、決

⾐斐信⾏︓岡⽥パストガバナーをお迎えし、歓

議審議会が終了してから 1 年以内に、審
議会によって採択された決議にかかわるすべ

迎致します．

ての理事会の決定について、全ガバナーに

柴⽥友美︓岡⽥パストガバナー本⽇はよろしく

通知するものとする。

お願いします．

第 １５条 改正

本⽇のプログラム
「2022 年規定審議会終了後
ー定款暫定版

概要〜

第 ２節 ― 提案者。本定款の改正はクラ

国際ロータリ

ブ、地区、RIBI の審議会または⼤会、規

ロータリー関連資料

定審議 会、または細則に定められている⼿

について」

続に従って理事会によってのみ提案すること

国際ロータリー第 2630 地区

ができ る。

パストガバナー 岡⽥信春様

最終確認は後⽇発⾏される 2022 ⼿続要
覧で⾏ってください。

第 ２条 連合体とその⽬的 RI は全世界の
ロータリークラブおよびローターアクトクラブの連
合体である。 RI の⽬的は次の通りである。
（a） ロータリーの⽬的を推進するようなプロ
グラムや活動を追求しているクラブ、ローターア
クトクラブ、RI 地区を⽀援すること。
（b） 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、
助⻑し、拡⼤し、管理すること。

会報発⾏担当︓川⼾広樹
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