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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 20 ⽇(⽕)第 1693 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︓それでこそロータリー 
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。台⾵ 14 号、この地⽅は何事

もなく無事通過しましたが、九州、四国、中国

地⽅で、災害に合われた⽅にはお⾒舞い申し上

げます。 

 さて、9 ⽉のこの時期になると必ず思い出すの

が、1959 年 9 ⽉ 26 ⽇この地⽅を襲った伊勢湾

台⾵です。このころ私は⼩学 1 年⽣でした。今

のように台⾵情報も詳細ではなくまだ⼦どもで

したから、何もおもわず、⼣飯を⾷べ、⾵が吹

くから早く寝なさいと⾔われるまま床につきま

した。夜中に⽗親の声がして、「家に⽔が⼊って

きた。早く起きなさい。」と⾔われふと横を⾒る

と⽔が少しずつカサを増してくるのがわかりま

した。我が家は平屋建てでしたので、⼆階にあ

がることもできず、すでに⽔が来ているので避

難することもできず、押し⼊れの上の段にあげ

られ⼀夜を過ごしたことを覚えています。夜が

明けても、外の様⼦を⾒に⾏くこともできず、

家族でずっと押し⼊れの上の段にいました。近

所では、家族で死んでいるに違いないと思われ

ていたようです。少し⽔が引き外に出ていくと

⽣きていることにとてもびっくりされました。

わたしのなかでは、⽔が⼊ってきてプカプカと

浮かんで布団に⼊っていた時のことがいまだに

記憶に残っています。台⾵が去った後、家の⽚

づけが終わるまで約 1 が⽉あまり⺟の実家に預

けられ、学校に通う⼦ともできないでいると、

担任の先⽣が、勉強が遅れるから私の家から学

校に通いませんか︖と⾔われ慌てて我が家へ戻

りました。⾊々なところから救援物資が届けら

れました。中でも、たぶんアメリカだと思いま

すが、スキムミルク、チーズをいただいたこと

が記憶に残っています。いまだに台⾵と聞くと、

畳の上でぷかぷかしていた時のことが思い出さ

れます。幸いにもいまは⽔の⼼配はせずに済ん

でいますが。今回の台⾵も、伊勢湾台⾵並みの

強さですが、各地で被害が最⼩で済むことをお

祈りしています。災害は忘れたころにやってく
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るといいますが、台⾵もですが、地震にも充分

な備えをしたいものです。 

 今週⼟曜⽇ 9 ⽉ 24 ⽇はＩＭです。沖ＡＧをは

じめとして、実⾏委員の皆さん会員全員が⼒を

合わせて、充実したＩＭにしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

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 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変更

のため休会 

2. 地区会員増強委員⻑会議開催のご案内 

  ⽇時︓2022 年 11 ⽉ 9 ⽇（⽔）18︓00〜

（17︓30⼊室可）19︓20終了予定 

  場所︓ＺＯＯＭによるリモート会議 

  参加者︓クラブ増強委員⻑ 

3. 第 6 回理事・役員会（9 ⽉ 20 ⽇ 10︓30

〜開催）決議報告 

1.10⽉のプログラム確認、11⽉度プログラ

ムについて︓ 

・10⽉ 4⽇例会は 11:30〜12:30 ⾷事はお

弁当持ち帰り(会場で⾷事される⽅は例会後

のみ) 

 ・10⽉ 18⽇、25⽇ 11⽉ 8⽇、15⽇はプ

ログラム予定通り 

・10 ⽉ 4 ⽇ 「会員増強について」へ変更。

勇会員が進⾏のもと会員が意⾒を出し合う 

・11 ⽉ 29 ⽇ 「ロータリー財団地区補助⾦

事業」砂場贈呈、例会終了後に移動 

  追記︓11⽉ 7⽇ 講師派遣(神⼾中学へ)  

2.その他︓・IM時に作成した動画を記者クラ

ブへ 

4. 地区⼤会事務局より「交通⼿段についての注

意事項」及び「10/23（⽇）⼤会昼⾷の中⽌と

お持ち帰り弁当」についてのお願いが届いて

おります。地区⼤会参加者へ⽂書を配布して

ございますのでご確認をお願い致します。 

5. 三重県インターアクト協議会開催について 

  ⽇時︓2022年 11⽉ 20⽇（⽇）受付12︓

30 開会 13︓00 閉会 16︓20  

  場所︓関⽂化交流センター 

 登録料︓ロータリー会員 1 名 ￥2000 

      顧問教員・インターアクター 1 名 

￥1000 

ホスト︓三重県⽴⻲⼭⾼等学校 スポンサ

ークラブ︓⻲⼭ロータリークラブ 

6. 地区世界社会奉仕補助⾦申請・受付のご案内 

  補助⾦申請受付及び交付までの⽇程 

  ・2022 年 12 ⽉ 23 ⽇（⾦）締切 翌年 2

⽉末交付予定 

  ・補助⾦申請書提出先︓地区事務所国際奉

仕委員会 

7. ＲＩより「2021-22 年度ロータリー賞」受

賞の通知がクラブに届いております。 
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本⽇の⾏事 

 
＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー ピ

ン贈呈 

沖 俊成会員（3 回⽬）岸本春雄会員（2 回⽬） 

杉﨑雅代会員（2 回⽬）杉村吉雄会員（2 回⽬） 

鈴⽊英夫会員（2 回⽬） 

出席報告       服部⾼宣 出席委員⻑ 

正会員 29名中 15名出席．出席率︓71.42％ 
 

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 

沖 俊成︓ＩＭ宜しくお願いします． 

江藤隆仁︓ＩＭ本番週です．ご協⼒を︕ 

野間芳実︓沖ＡＧ、本⽇は宜しくお願い致し

ます． 

森 喜代造︓ＩＭよろしくお願いします． 

柴⽥友美︓10 ⽉ 18 ⽇の親睦例会は現在内容

を検討しています．ぜひ、参加くださいね． 

本⽇のプログラム 

「ＩＭについて」 

沖 俊成 鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 

服部⾼宣ＩＭ副実⾏委員⻑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴⿅⾼校インターアクトクラブ助成⾦ 
⽬録贈呈 

 
 

      

 
伊藤雅⽂ 副ＳＡＡ  真⼸純⼀委員 

 
会報発⾏担当︓服部⾼宣 

 


