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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 8 ⽉ 2 ⽇(⽕)第 1689 回例会

幹事報告

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール

1. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会

開始: 11︓30 終了: 12︓15

変更のお知らせ

例会進⾏: 伊藤雅⽂ 副ＳＡＡ

鈴⿅ＲＣ︓8 ⽉ 10 ⽇（⽔）特別休会

点鐘: 会⻑ 藤野惠⼦

８⽉１７⽇（⽔）お盆休会

ソング︓ 君が代 奉仕の理想

⻲⼭ＲＣ︓8 ⽉ 1 ⽇（⽉）
・8 ⽉ 8 ⽇（⽉）

ソングリーダー︓ 服部⾼宣会員

会⻑挨拶

江藤隆仁 幹事

8 ⽉ 22 ⽇（⽉）
・8 ⽉ 29 ⽇（⽉）短縮

藤野惠⼦ 会⻑

例会（新型コロナウイルス感染拡⼤防

皆さんこんにちは。コロナもようやく下⽕にな

⽌のため）

ったと思い、7 ⽉より通常例会としましたが、ま

8 ⽉ 15 ⽇（⽉）特別休会

たまた感染が増加の⼀途ということで、やむを

鈴⿅ベイＲＣ︓8 ⽉ 11 ⽇(⽊）法定休⽇

得ず 8 ⽉については短縮例会といたします。

8 ⽉ 25 ⽇(⽊）特別休会

4 週、5 週⽬につきましては、9 ⽉にＩＭを控え
ているため、その準備、段取りに、また、意識

2. 第 4 回理事・役員会（7/26）決議報告

を⾼めるためにも、ＩＭに関する例会にしたい

＊2023-24 年度理事・役員候補者について・・・

と思っています。暑さ厳しい折ですが、ＩＭを

会⻑エレクト 会場監督 SAA については 8

成功させるためにご協⼒よろしくお願いします。

⽉ 2 ⽇ 臨時役員会で承認予定。

⻑年鈴⿅⻄クラブで数々の功績をあげられ、
またクラブにご尽⼒をいただきました、河⽥様、
藤⽥様のお⼆⽅が残念なことに 7 ⽉いっぱいで
退会されました。⻑年ご指導いただきありがと
うございました。どうぞお元気で、また、お顔
を⾒せていただければと思います。
のちほど、ご挨拶をよろしくお願いいたします。
また、本⽇のプログラムは,年次総会です。ご
審議の程よろしくお願いいたします。
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＊8 ⽉度プログラムの確認、9 ⽉度プログラムに

扨て、⼊会は昭和６１年２⽉、⼀業種⼀⼈、

ついて・・・2 ⽇ 38 期決算報告・39 期予算

男性会員のみのステータスシンボルの様が、⾛

承認・次年度理事

⾺灯の如く想起されます。在籍は三⼗六年間。

役員候補者選任は短縮例

会で開催

幹事を⾶んで「会⻑」職に就任、次に岩崎さん

23 ⽇・30 ⽇は、この理事会では コロナ対応

の推薦に依り「2630 地区職業奉仕委員⻑」を、

で臨時休会。

時の⽯井ガバナーより拝命、６年経て、其後「ガ

＊その他・・・1）⽶⼭記念奨学会委員⻑の補填

バナー補佐」の要職を受任。そこで⼈⽣観、世

について・・・藤⽥充委員⻑の退会に伴い、

界観の深遠なる拡⼤化を計ることが出来ました。

後任は伊藤義⼀会員にお願いする。

⼜、俳聖松尾芭蕉の神髄「不易流⾏」を基盤形

2）ロータリー財団年次寄附⾦をクラブが⽴替

成し、更に「ロータリーとは何か」を鋭意追求

えて 7 ⽉中に送⾦することについて・・・

してきました。四⼤奉仕(当時)は、上部構造論に

7/29 ⽇現在で判断する。

て把握、理論再構築がなされましたが、
「RI」は

3. 臨時理事・役員会（8 ⽉ 2 ⽇ 11︓00〜）決

今や、⽇本のロータリー観とは乖離し⽇本理論

議報告

はガラパゴス化していると、⾔われています。

1.

2023-24 年度理事・役員候補者につい

現段階は RI を混じえ⼤変⾰期を迎えており、そ

て・・・会⻑エレクト 川⼾広樹会員、

の対応策は、会員諸⽒が「ロータリーの原点」

会場監督（SAA） 伊藤雅⽂会員を承

に戻り、⾔⾏する処にあると思います。

認
4.

最後になりましたが、当クラブがより⼀層発

事務局夏季休暇について・・・8/12（⾦）
〜17 ⽇（⽔）【緊急連絡先】幹事

展されますことを祈念し、退会の挨拶に替えさ

江藤

せて頂きます。本当に有難う御座いました。

隆仁 携帯番号 090-8957-3112

本⽇の⾏事
【退会挨拶】 河⽥勝正様，藤⽥充様
河⽥です。此度、⼀⾝上の都合にて退会させて
頂きました。
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数年前に，2023 年に⼥性会員の割合を 30%に

委員会報告

するという⽬標が⽴てられましたが，ロータリ

＊8 ⽉度諸事お祝い

ー全体での DEI 推進のためにも⼥性会員の増強

柴⽥友美 親睦・家族委員⻑

は重要性を持っています．

【結婚記念⽇】⼩林英将・泰永様

8 ⽉号の特集「多様性のあるクラブづくりへ ⼥

＊ＩＭについて

性会員を増強しよう」は 6 ページからです．多

⾐斐信⾏ＩＭ実⾏委員⻑

様な分析を含んだこの会員増強特集を是⾮ご⼀

＊ロータリーの友 紹介 ⽥中通会員

読いただき，鈴⿅⻄ RC の発展に繋げるアイデア

みなさん，こんにちは︕8 ⽉号の「ロータリー

の基礎にしていただきたいと思います．

の友」担当の⽥中通です．

その他，14 ページには昨年度の Houston 国際

今⽉号の特集は「多様性のあるクラブづくりへ

⼤会の記事があります．実に 3 年ぶりの対⾯式

⼥性会員を増強しよう」です．

での開催で，参加者が皆，実に楽しそうにして

今年度，Rotary International では初めての⼥

います．私も国際⼤会は 2004 年の⼤阪⼤会，

性会⻑であるジェニファー・ジョーンズ⽒を迎

2005 年のシカゴ⼤会，2012 年のバンコク⼤会

え，多様性のあるクラブづくりに取り組んでお

と 3 度だけ参加していますが，やはり現地での

ります．

交流ほど楽しいものはありません．

5 ページの RI 会⻑メッセージでは，多様性・

ちなみに来年は 5/27-5/31 にオーストラリア

公 平 さ ・ イ ン ク ル ー ジ ョ ン (DEI: Diversity,

のメルボルンでの開催が予定されております．

Equity and Inclusion)を推進するために，次の
⼀歩を踏み出すべきであることを強調していま
す．単に会員層を多様化すればよいという話で
はなく，例会やイベントを，本⾳で話し合える
オープンな場にし，会員達が「⾃分は歓迎され
ている」と感じられて，居⼼地の良い場所にし
なくてはなりません．
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今年度も是⾮，対⾯式での開催ができることを

本⽇のプログラム

祈りまして，今⽉のロータリーの友の紹介とさ

「2022-2023 年度 年次総会」

せていただきます．

出席報告

会⻑・幹事・会計・会計監事

【審議事項】

服部⾼宣 出席委員⻑

第 1 号議案

正会員 29 名中 16 名出席．出席率︓69.56％

2023-2024 年度 理事・役員選任の件
・・・承認

ニコニコボックス報告

第 2 号議案

柴⽥友美 親睦・家族委員⻑

第 38 期（2021 年 7 ⽉ 1 ⽇〜2022 年 6 ⽉ 30
⽇まで）収⽀決算、会計監査報告の件

敬称略・順不同

・・・承認

※多額

第 3 号議案

※河⽥勝正様︓藤野会⻑、江藤幹事、勇会⻑エ

第 39 期（2022 年 7 ⽉ 1 ⽇〜2023 年 6 ⽉ 30

レクトの前途を祝して．

⽇まで）収⽀予算（案）の件

藤野惠⼦︓河⽥様、藤⽥様、寂しくなります．

・・・承認

お元気で．たまにはお顔⾒せてください．
本⽇、総会よろしくお願いします．

会報発⾏担当: ⽥中通

江藤隆仁︓河⽥さん、藤⽥さんお世話になり
ました．有難うございました．
沖

俊成︓藤⽥さん、河⽥さん、⻑い間お世

話になりました．これからも変わりなくよ
ろしくお願いします．
勇

理維⼦︓藤⽥さん、河⽥さん⾊々お世話

になりました．いつまでもお元気でいらし
て下さい．
森

喜代造︓永年お世話になりました．河⽥

会員、藤⽥会員ありがとうございました．
岩崎

透︓藤⽥様、河⽥様お世話になりまし

た．
柴⽥友美︓藤⽥様、河⽥様には会⻑そしてパ
スト会⻑としてご尽⼒頂き有難うございま
した．これからもお⽬にかかる時は「やぁ」
とお声掛け下さい．私もそうします．
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