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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;

ジェニファー・ジョーンズＲＩ会⻑は、今年

2022 年 7 ⽉ 5 ⽇(⽕)第 1686 回例会
例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

度のテーマは、
「イマジン ロータリー」とされ

開始: 12︓30 終了: 13︓30

ました。

例会進⾏: 眞⼸純⼀ ＳＡＡ

国際ロータリー2630 地区⾼橋伸治ガバナー

点鐘: 会⻑ 藤野惠⼦

は、地区スローガンとして「ロータリーの

ソング︓ 君が代 奉仕の理想

⼼と原点」を⼤切に、描こう明るい未来を」と

ソングリーダー︓ 服部⾼宣会員

掲げられました。国際ロータリーにおいて、新
しいガバナンスのモデルが計画されています。
「変えてはいけないもの」「変えてもよいもの」
「変えなければならないもの」をともに考え、
時流に流されず、誇りをもって、⼼豊かな平和
な未来の実現を⼼に描き、⾃分たちの信じる道
を堂々と歩んでいくことがわたしたちの「イマ
ジン

会⻑挨拶

ロータリー」であるとされています。私

たちのクラブもこの⽅針に沿うよう活動をして

藤野惠⼦ 会⻑

いきたいと思います。

2022-2023 年度鈴⿅⻄ロータリークラブ第

コロナも少し落ち着いたかと思いきやまた少

38 代会⻑を拝命いたしました。

しずつ感染者が増加傾向にあるようですが、

ロータリー歴、知識も浅いですが、誠⼼誠意努

様⼦を⾒ながら例会も進めていきたいと思いま

めさせていただきます。どうぞよろしくお願い

す。通常例会にもどり、会員の皆様の多数の

いたします。

出席のもと、明るい、楽しい、有意義な、魅⼒

本⽇、会⻑ 藤野惠⼦、幹事 江藤隆仁会員で

ある例会を開催できるよう各委員会と密に連携

船出させていただきます。⼀年間⼤海原を無事

を取り進めていきたいと思います。そのことに

に難破することなく、来年帰港できるように務

より会員維持増強にも繋がるようにできればと

めてまいります。どうぞ皆様の⼤いなるご協⼒、

思います。また、会員皆様が例会に毎回出席い

ご助⾔をお願いいたします。

ただければと思います。
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微⼒ではございますが、会員皆様のアドバイ

振込先

百五銀⾏

平⽥町駅前⽀店

普通

スをいただきながら、⼀年間勤めさせていただ

預⾦ 206775 鈴⿅⻄ロータリークラブ

きます。どうぞよろしくお願いいたします

振込期限 2022 年 7 ⽉ 15 ⽇

最後に連絡事項です。本⽇ 13 時 40 分より、

5. 2021-22 年度下半期ニコニコボックス費の

クラブ事務局において 2023-2024 年度理事役

領収書（家族分含む）を配布してございます．

員候補者の指名委員会を⾏います。委員会メン

6. 2022 年 7 ⽉のロータリーレートは、 １ド

バーの⽅は、事務局にご参集ください。

ル＝136 円です．
7. ガバナー事務所開設のご案内
住所 〒502-0817 岐⾩県岐⾩市⻑良福
光 2695-2 都ホテル岐⾩⻑良川 3 階
TEL 058-297-2630
FAX058-297-2631
E-mail 2223＠rid2630.org
執務時間 10︓00〜17︓00（⼟・⽇・祝⽇
休務）

幹事報告

8. ガバナーエレクト事務所開設のご案内

江藤隆仁 幹事

住所 〒507-0036 岐⾩県多治⾒市⽥代町

1. 当クラブ例会変更のお知らせ
＊7 ⽉ 19 ⽇（⽕）祝⽇規定により休会

3-21-1

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変更の

TEL 0572-56-2630

お知らせ

FAX 0572-56-2631

⻲⼭ＲＣ︓7 ⽉ 18 ⽇（⽉）法定休⽇

E-mail 2324＠rid2630.org

7 ⽉ 25 ⽇（⽉）短縮例会（新型コロ

勤務時間 10︓00〜16︓00（⼟・⽇・祝⽇

ナウイルス感染拡⼤防⽌のため）⻲

休務）

⼭商⼯会館２Ｆホール

※2023 年 7 ⽉ 1 ⽇よりガバナー事務所にな

3. 2022-2023 年度会員必携を配布してござ

ります。

います。

9. 2022 年地区⼤会事務所開設のご案内

4. 2022-2023 年度上半期会費納⼊について

住所〒502-0817 岐⾩県岐⾩市⻑良福光

⾦額￥145，400

２６９５－２

内訳 通常会費

都ホテル岐⾩⻑良川３階

（2022 年 7 ⽉－12 ⽉）￥120,000

ＴＥＬ︓
（０５８）２９７－２６３３

ロータリー財団寄付⾦（＄150 相当）

ＦＡＸ︓
（０５８）２９７－２６３１

￥20，400

Ｅ － m a i l︓2223taikai@rid2630.org

インターシティミーティング登録料

執 務 時 間︓ 10︓00 〜 17︓00

￥5，000
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（⼟・⽇・祝⽇休務）
10. 7 ⽉ 12 ⽇（⽕）は第 1 回 ガバナー補佐訪
問の例会です。 13︓40〜のクラブ協議会
には理事・役員・各委員⻑に出席をお願いし
ております。委員⻑でクラブ協議会に⽋席の
⽅は代理の⽅をお願いいたします．また、本
⽇配布の 2022-23 年度会員必携をご持参く
ださい．

委員会報告

11. 7 ⽉ 12 ⽇（⽕）11︓30 分より、2021-22

＊7 ⽉度諸事お祝い

年度収⽀決算について、理事・役員会を事務

柴⽥友美 親睦・家族委員⻑

局において開催致します。ご予定くださいま

【会員誕⽣⽇】追⼿⾵直樹会員，⼭崎ていじ

すようお願い致します。

会員，柴⽥友美会員，伊藤雅⽂会員

12. 地区事務所より「学友だより第 10 号」が届

＊ロータリーの友 7 ⽉号紹介

きましたので配布してございます。

川⼾広樹 クラブ広報委員⻑

13. 受贈誌︓・⽇⾚三重県⽀部点訳奉仕団 機関

＊2022 年規定審議会クラブと地区に関連す

誌「ＢＲＣつうしん№83」

る重要な変更について

・2022-2023 年度事業計画書（鈴⿅ＲＣ、鈴
⿅シティＲＣ、津北ＲＣ）

本⽇の⾏事
1）新・旧 会⻑、幹事の引継（バッジの交換）
2）委嘱状の授与
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皆様、⽥中・沖年度の⼀年間ありがとうござ

＊2021-22 年度年間出席率表配布について

いました。

森 喜代造 2021-22 年度出席副委員⻑

江藤隆仁︓新年度宜しくお願いします。
柴⽥友美︓藤野、江藤年度おめでとうございま
す。会員の皆様今期もよろしくお願いします。
岩崎

透︓藤野、江藤さん、会⻑・幹事として

宜しくお願い致します。
岸本春雄︓藤野会⻑、江藤幹事、今年は⼤いに
盛り上がりましょう。
勇理維⼦︓藤野会⻑、江藤幹事いよいよスター
トですね。宜しくお願いします。

＊2021 年度鈴⿅市児童詩コンクール作品選

杉﨑雅代︓藤野会⻑様、江藤幹事様よろしくお

集について

願いします。

⾐斐信⾏児童詩コンクール委員⻑

野間芳実︓藤野、江藤丸の船出を祝して︕︕
森喜代造︓藤野会⻑初め今年度の役員さん⼀年
間よろしくお願いします。
⾐斐信⾏︓藤野会⻑、江藤幹事そして沖ＡＧこ
の⼀年よろしくお願いします。

出席報告

服部⾼宣 出席委員⻑

正会員 29 名中 18 名出席．出席率︓81.81％

ニコニコボックス報告
森 喜代造 親睦・家族副委員⻑
敬称略
※多額

※藤野惠⼦︓⼀年間精⼀杯頑張ります。よろし
くお願い致します。
※沖 俊成︓ 藤野、江藤丸の船出をお祝いしま
す。

市⻑訪問

⽥中 通︓藤野・江藤年度の船出を祝って。

会報発⾏担当︓川⼾広樹
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