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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 6 ⽉ 21 ⽇(⽕)第 1685 回例会 

例会場︓鈴⿅サーキット ＴＨＥ ＤＡＩＮＩＮＧ 
開始: 12︓00 終了: 14︓00 
例会進⾏: ⾐斐信⾏ 副ＳＡＡ 
点鐘: 副会⻑ 勇 理維⼦ 
ソング︓ それでこそロータリー 
ソングリーダー︓ 勇 理維⼦ 副会⻑ 
ゲスト︓【鈴⿅⻄プロバスクラブ】 

 幹事 ⻑⽥芳樹様、辻野佳規様、 
【加藤稔会員ご同伴者】⽥中洋⼆様 
【森喜代造会員ご同伴者】平井春⽂様 
【株式会社 アスト】 松原康様、加藤哲⼤様、柴⽥

隆之介様 
【会員ご家族】岩崎千津代様、岸本祐也様、岸本歩

美様、杉﨑緑様 

 
会⻑挨拶        ⽥中 通 会⻑ 

みなさん，こんにちは︕会⻑の⽥中通です． 

いよいよ本⽇は最終例会となります． 

今年度もコロナに悩まされ続けた年度となりま

したが，⽀えて下さった皆さんのおかげで，今⽇

の最終例会を迎えることが出来ました． 

本当にありがとうございました． 

本⽇は多くのゲストの皆様に来ていただいてお

ります． 

鈴⿅⻄プロバスクラブ 幹事 ⻑⽥芳樹様，辻野

佳規様; 

加藤稔会員ご同伴の⽥中洋⼆様; 

森喜代造会員ご同伴の平井春⽂様; 

株式会社アスト 松原康様，加藤哲⼤様，柴⽥隆

之介様; 

会員家族の岩崎千津代様，岸本祐也様，岸本歩美

様，そして杉﨑緑様です． 

鈴⿅⻄ロータリークラブの最終例会に来ていた

だいてありがとうございます． 

さて，会⻑報告です． 

6/19(⽇)にコンフェット鈴⿅で鈴⿅⻘年会議所 

55 年周年記念式典が開催されまして，出席して

まいりました．岡⽥篤典理事⻑は我が国際ロー

タリー第 2630 地区パストガバナーの岡⽥信春

様のご⼦息でした．岡⽥パストガバナーは鈴⿅

⻘年会議所で第 21 代理事⻑で，式典で当時の写

真が出てきておりましたが，現理事⻑とそっく

りでした．その他，当クラブ元会員の岡⽥尚武さ

んと⽥⼝栄志さんの写真も拝⾒でき，当クラブ
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と JC の繋がりを感じる良い式典でした． 

会⻑報告は以上です． 

本⽇はめでたい最終例会です︕ 

本⽇のイベントをみんなで楽しみましょう︕ 
 
幹事報告         沖 俊成 幹事 

1. 現・次期合同理事、役員会決議報告 

【2021-22 年度 第 15 回】 

1）仲村義昌会員の交代について 

仲村義昌会員が引き続き継続する。 

 2）久志本敦史会員の退会について・・・・会

社⽅針により今年度をもって退会。 

3）その他 

・河⽥勝正会員（体調不良のため）の退会、

若林忠義会員の退会を承認 

・⼊会については会員増強に⼒を⼊れる 

・楽しい例会のために親睦のためのプログラ

ムを作る 

・7 ⽉から通常例会に戻す （12︓00〜昼⾷ 例

会 12︓30〜13︓30） 
 
次期幹事報告     江藤隆仁 次期幹事 

1.現・次期合同理事、役員会決議報告 

【2022-23 年度 第 3 回】 

1）鈴⿅国際交流協会への協⼒について・・・ 

鈴⿅国際交流協会より直接協賛⾦は不要と

の連絡を受けたため協賛⾦は出さない。た

だし例年⾏っている賛助会費(10,000円)は

出す。 

2） 委員会構成の退会会員の後任について 

例会プログラム副委員⻑ 岸本春雄会 

員 ロータリー情報スター 委員⻑ 

 川⼾広樹会員、副委員⻑ ⾐斐信⾏会員  

児童詩コンクール 副委員⻑ ⽥中通 

会員 

2. 2022-23 年度上半期会費納⼊について 

  ・通常会費（7⽉〜12⽉）120，000円 

  ・財団年次寄附⾦ ＄150相当  

  ・インターシティ―ミーティング登録料（半

額負担分） 

 を、お願い致します。事務局より今⽉内に納⼊

通知書をメール・ＦＡＸで送らせて頂きます。

なお、お振込みについては 7 ⽉ 1 ⽇以降でお

願い致します。 

 
委員会報告 

ゴルフ部会の報告   

加藤 稔ゴルフ部会 部会⻑ 

出席報告     森 喜代造 出席副委員⻑ 

正会員 32名中 19名出席．出席率︓73.07％ 

ニコニコボックス報告       

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑ 

敬称略 

※多額 

※⽥中 通︓皆さん、⼀年間ありがとうございま

した︕ 

※沖 俊成︓ ⼀年間幹事でお世話になりました．

次年度もよろしくお願いします． 

⽥中洋⼆︓ゲストの⽥中洋⼆です．これからもよ

ろしくお願いします． 



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

3 
 

岸本春雄︓最終例会おめでとうございます．先⽇

ゴルフ部会で⻘森県の⼤間でマグロいっぱい

⾷べました． 

岸本歩美︓いつも⽗がお世話になっています．本

⽇もよろしくお願いします． 

岩崎 透︓⽥中さん、沖さん、今期⾊々と有難う

ございました． 

岩崎千津代︓お世話になります． 

藤野惠⼦︓⽥中会⻑、沖幹事、⼀年間ご苦労様で

した．来年度もご協⼒よろしくお願いします． 

江藤隆仁︓親睦の皆様、ありがとうございます． 

勇理維⼦︓本⽇の最終例会、宜しくお願いします． 

加藤 稔︓会⻑・副会⻑・幹事、⼀年間ご苦労様

でした． 

野間芳実︓⽥中会⻑、沖幹事、コロナ禍の中での

舵取りご苦労様で御座いました．感謝︕︕ 

川⼾広樹︓⽥中会⻑、沖幹事、⼀年間お疲れ様で

した． 

森喜代造︓会⻑、幹事さん⼀年間お世話になりま

した．ありがとうございました． 

杉﨑雅代︓⼀年間ありがとうございました．今⽇

は娘も出席させて頂きました． 

伊藤義⼀︓最終例会おめでとう︕︕ 

柴⽥友美︓本⽇は会社関係者がお世話になりま

す．⼀年間ありがとうございました︕ 

眞⼸純⼀︓今⽇は最終例会、宜しくお願いします．

そして、ゲストの皆様を歓迎して． 

 

本⽇のプログラム 

「本年度最終親睦・家族例会」 
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鈴⿅⻄ロータリークラブ ゴルフコンペ 
取り切り戦ｉｎ⻘森 

 
 

 
 

 
 

 
会報発⾏担当︓川⼾広樹 


