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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 9 ⽉ 6 ⽇(⽕)第 1692 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 
開始: 11︓30 終了: 12︓15 
例会進⾏: 伊藤雅⽂ 副ＳＡＡ 
点鐘: 会⻑ 藤野惠⼦ 
ソング︓ 君が代 奉仕の理想 
ソングリーダー︓服部⾼宣会員 
 
会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

  
皆さん、こんにちは。例会での会⻑挨拶ですが、

⼝下⼿なうえ、年は取ってはいますが、社会で

のおもしろおかしい経験も少なく、毎回何を話

したら聞いてもらえるのか⾊々悩んでいます。

本当に例会の⽇は⼤変です。皆さんの興味を持

たれるような話ができれば⼀番よいのですが、

男⼥の差もあり、話題のむつかしさを感じます。

でも話の基本は、ロータリーに関係のあること

を話すようにと聞いていますので、そこは意識

して、勉強もしながら⾏っていこうと思います。 

 そういいながら、今⽇は全くロータリーとは

関係のないことを話させていただきます。 

私のストレス解消法の⼀つをご披露します。 

実は、私毎週⼟曜⽇の夜ＢＳで「ふうてんの寅

さん」を⾒ています。とても楽しみにしていま

す。何が楽しいかというと刑事もの、推理もの

と違って、毎回同じ話の展開で、つぎはどうな

るかわかっていて⾒ている安⼼感、下町の⼈情

味あふれる⼈々、何かホットできるものがあり

ついつい毎週⾒てしまいます。寅さんを⾒てい

ると「ふうてんの寅」というくらいなので、定

職につかず、⽇本中を気ままに旅して、たまに

お⾦を稼いで、のんびり⽣きている。かたや「と

らや」で働くおいちゃん、おばちゃん、妹のさ

くら、印刷⼯場のタコ社⻑、みんな⼀⽣懸命に

働いています。これが普通の⼈の⽣活だとおも

いますが、でもちゃんとしていない寅さんの⽅

が何にもしばられず、⾃由に笑ったり、泣いた

り、怒ったり感情を⽬いっぱい出し切って⼈⽣

を楽しんでいるようで、うらやましく思います。

寅さんのようだったらストレスもなく、⾃分の

思いのまま⽣きられるのになあと思います。実

⽣活でできないので、⽇常のストレスを発散で

きるとても楽しい時間です。束の間のホッとで

きる時間です。⾃由⼈の寅さんにあこがれなが

ら、また翌週も同じ展開の寅さんを⾒ています。

ばからしいなと思われるかもしれませんが、⼀

度みたら肩の⼒が抜けて、笑顔になって、幸せ
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だと感じることができると思います。ぜひ、⼟

曜の夜ご覧ください。 
 
幹事報告         江藤隆仁 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

・9 ⽉ 13 ⽇（⽕）休会 

・9 ⽉ 20 ⽇（⽕）11︓30〜12︓15 短縮例会 

・9 ⽉ 27 ⽇（⽕）⇒9 ⽉ 24 ⽇（⼟）鈴⿅・⻲ 

 ⼭グループガバナー公式訪問合同例会・IM開 

催の為コンフェット鈴⿅平安閣 

2. 鈴⿅・⻲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︓9 ⽉ 8⽇(⽊.)・15 ⽇（⽊）.22 

⽇（⽊）休会   

9 ⽉ 29 ⽇(⽊）→ 9 ⽉ 24 ⽇（⼟）鈴

⿅・⻲⼭グループガバナー公式訪問合

同例会・IMの為コンフェット鈴⿅平安

閣 

 ⻲⼭ＲＣ︓ 9 ⽉ 12 ⽇（⽉）短縮例会（新型

コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため） 

 9 ⽉ 19 ⽇（⽉） 法定休⽇のため休会 

 9 ⽉ 26 ⽇（⽉）⇒24 ⽇（⼟）鈴⿅・⻲

⼭グループガバナー公式訪問 5 クラブ合

同例会・ＩＭのためコンフェット鈴⿅平

安閣 

3. 第 5 回理事・役員会決議報告 

1.9 ⽉のプログラム確認、10 ⽉度プログラム 

について 

・9/10（⼟）親睦・家族例会（鈴⿅げんき

花⽕）取り⽌め ⇒ 9/13（⽕）プログラ

ムについて・・・休会とする 

・9/20（⽕）プログラムについて・・・Ｉ

Ｍについて（最終準備）に内容変更とする。 

10 ⽉のプログラムについて、 

・10 ⽉の例会時間は様⼦を⾒る 

・10/18（⽕）親睦・家族会は親睦委員会に 

確認する 

※地区補助⾦プロジェクト（砂場の寄付）は

11 ⽉ごろを予定。  

2. 鈴⿅⻄プロバスクラブ様からの松浦武

四郎記念館 学芸員講演会（12/15）への参

加依頼について・・・招待が届いている。場

所は鈴⿅グリーンパーク クラブより 5 名

の参加依頼 

3. クラブ定款・細則改訂委員会のオブザ

ーバーについて⇒現会⻑、幹事、次期会⻑、

次期幹事 4名の追加・・・藤野会⻑、江藤幹

事、勇次期会⻑、眞⼸次期幹事の追加を承認 

4. その他 

・出席免除者への書類送付について 

 会⻑、幹事がコミュニケーションを含め送 

付ではなく届ける。（遠⽅を除く） 

4. 2022 年 9 ⽉のロータリー適⽤レートは、1

ドル 139円です。 

5. 地区ガバナー事務所より、2022 年 8⽉⻘森

県⼤⾬災害⽀援⾦協⼒の依頼が届いており

ます。 

6. 鈴⿅ＲＣ創⽴ 60周年・鈴⿅シティＲＣ創⽴

25 周年記念合同チャリティゴルフ⼤会のご

案内 

⽇時︓2022 年 11 ⽉ 17 ⽇（⽊） 

場所︓鈴峰ゴルフ倶楽部 

参加費︓5，000円 

締切︓9 ⽉ 30 ⽇（⾦） 

※ゴルフ部会員へ案内⽂書を配布してござ

います。 

7. 世界ポリオデーフォトコンテストのご案内
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が届いております。例会場掲⽰板に貼付して

あります。 

8. ⽶⼭梅吉記念館より、全国 1 ⼈ 100 円募⾦

運動ならびに賛助会ご⼊会「3，000 円／1

⼈（1 ⼝）」について⽀援協⼒が届いており

ます。 

9. 神⼾中学校「出前講座」について 

⽇時︓2022 年 11 ⽉ 7 ⽇（⽉） 

場所︓神⼾中学校 2学年 8 教室 286 名 

講師依頼︓当クラブ 2名 

10. 9 ⽉ 20 ⽇（⽕）10︓30〜第6回理事・役員

会を事務局において開催致します。 

当⽇、例会修了後、13︓30〜ＩＭパネリス

トの打合せ会がありますので 

例会前に開催させて頂きます。理事・役員の

⽅はご予定ください。 
 

委員会報告 

＊9 ⽉度諸事お祝い 

柴⽥友美 親睦・家族委員 

【会員誕⽣⽇】世古⼝弘⼦会員、服部⾼宣会員、  

藤野惠⼦会員、伊藤義⼀会員 

【結婚記念⽇】勇 理維⼦会員 
 

 
 
＊ロータリーの友 9 ⽉号紹介 

        服部⾼宣 クラブ広報委員 

 
 

出席報告        岩崎 透 出席委員 

   
正会員 29名中 14名出席．出席率︓66.66％ 
 

ニコニコボックス報告       

岸本春雄 親睦・家族委員 

   
敬称略・順不同 

藤野惠⼦︓川⼾さん、本⽇の卓話よろしくお

願いします．  

川⼾広樹︓本⽇は、ロータリーの友⽉間です．

よろしくお願いします． 

沖 俊成︓川⼾さん、本⽇の卓話よろしくお

願いします．⼜、ＩＭの時の映像作成（鈴

⿅・⻲⼭地区の近未来）よろしく． 

柴⽥友美︓今⽇は肩の⼿術後 2 年半の検診で

すので早退します． 

 

 

 

本⽇のプログラム 

「ロータリーの友⽉間に因んで」 
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川⼾広樹 クラブ広報委員⻑ 
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会報発⾏担当︓服部⾼宣 


