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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 10 ⽉ 4 ⽇(⽕)第 1695 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ⼤ホール 
開始: 11︓30 終了: 12︓30 
例会進⾏: ⼩林英将 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︓勇 理維⼦会員 
 
会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

皆さま、こんにちは。9 ⽉ 24 ⽇のＩＭは会員皆

様のご協⼒ありがとうございました。⼤きな⾏

事で会員⼀同、⼒を合わせて成功に導くことが

でき本当に良かったと思います。 改めてあり

がとうございましたとお疲れ様でしたと感謝申

し上げます。 

5 クラブ合同例会、ＩＭについては皆さまご存じ

ですが、その前に⾏われたガバナー、会⻑・幹

事懇談会での各クラブの活動予定についてお伝

えします。 

⾼橋ガバナー、⼭岡地区代表幹事、所地区幹事

の出席のもと、沖ＡＧの司会で進められました。

各クラブの活動状況について、 

鈴⿅ロータリークラブ︓ 

今年度 60 周年を迎える。現在会員 73 名。 

コロナに関わらず通常通り例会を⾏っている。 

10 ⽉初めの昼例会にオープン例会を⾏う。 

28 名参加の予定。例会は常にズーム配信をして 

おり、それで出席扱いとしている。 

200 万円を親睦に充てている。 

鈴⿅ベイロータリークラブ︓ 

奉仕をメインに活動をしている。 

 Ｆ1 でロータリーブースを出す。3 ⽇で 100 

⼈程度のロータリアンが訪れる。チケットも 

30 枚位程度販売している。11 ⽉ 3 ⽇に柔道 

⼤会を⾏う。2 ⽉に⿎が浦海岸の清掃と植樹。 

⻲⼭ロータリークラブ︓ 

現在 30-40 分の短縮例会 ⾷事なし 卓話が 

メイン。現在会員 14 名。 ⻲⼭⾼校インター 

アクトクラブとの活動を主にしている。 

鈴⿅シティロータリークラブ︓ 

現在会員 60 名うち⼥性 2 名。ベトナムのハノ 

 イの⽥舎町へ奨学⾦を提供している。(年額 20 

万円程度)。衛星クラブの⽴ち上げ準備中。 

⾼橋ガバナー講評︓クラブの会員数に関係なく 
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ＤＥＩの環境をつくっていく。最近の例では 

⼥性の研修時に託児を⾏った。満⾜のいくクラ

ブつくり、会員が楽しいと思えるようなクラブ

作りをしてほしい。 

組織の強化には、魅⼒あるクラブ、居⼼地の良 

いクラブ作りが前提です。 

マイロータリーへの⼊会︓現在 2630 地区は、 

⼊会数が 29パーセント。 

 ロータリーカード︓各クラブでクラブカード 

を作り事務の軽減化を図ってほしい。⾦額の 

0.3％がポリオに計上される。会⻑名で作成し 

て、ずっとその⼈の名義で使⽤しても⽀障は 

ない。       

以上のような、活動状況が説明されました。 

他のクラブの様⼦は、普段なかなか聞くこと 

ができないので、⾃分のクラブの活動の参考 

になるようなことを聞くことができ参考にさ 

せていただきたいと思います。 

 朝から⼣⽅までの⻑丁場でしたが、会員の 

皆さまのチームワークの良い動きで無事に 

ＩＭを終えられたことに感謝申し上げます。 
 
幹事報告         江藤隆仁 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

・10⽉ 11⽇（⽕）休会 

・10⽉ 18⽇（⽕）親睦・家族例会 

・10⽉ 25⽇（⽕）深⾕公園 植栽 

※10/18と 10/25例会の詳細については担

当委員会よりご案内いたします。 

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ＲＣ︓10⽉ 12⽇（⽔）秋の親睦家族 

旅⾏      

鈴⿅シティＲＣ︓１０⽉１９⽇（⽔）⇒  

１０⽉２２⽇(⼟)・２３⽇(⽇)地区⼤会参加 

例会の為⻑良川国際会議場 

⻲⼭ＲＣ︓10 ⽉ 3 ⽇（⽉）短縮例会（新型

コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため） 

10⽉ 10⽇（⽉）法定休⽇のため休会 

10 ⽉ 17 ⽇（⽉）短縮例会（新型コロナウイ

ルス感染拡⼤防⽌のため） 

10⽉ 24⽇（⽉）⇒22⽇（⼟）・23⽇（⽇）

地区⼤会参加のため⻑良川国際会議場 

10⽉ 31⽇（⽉）短縮例会（新型コロナウイ 

ルス感染拡⼤防⽌のため） 

鈴⿅ベイＲＣ︓10⽉ 6⽇(⽊）休会 

10 ⽉ 20 ⽇(⽊）→22 ⽇（⼟）、23 ⽇（⽇）

地区⼤会参加の為⻑良川国際会議場 

3. 職業奉仕委員会研修セミナー開催について 

⽇時︓2022年 11⽉ 12⽇（⼟） 

受付・昼⾷ 11︓30 点鐘 13︓00 

終了 16︓00 

  場所︓岐⾩グランドホテル 

  登録料︓￥8，000／1名 

  参加要請者︓会⻑、職業奉仕委員⻑ 

4. 第 2 回ロータリー財団研修（補助⾦管理）

セミナーについて 

⽇時︓2022年 11⽉ 5⽇（⼟）登録・受付  
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10︓30 昼⾷ 11︓00 開会点鐘 12︓ 

00 閉会点鐘 16︓30 

場所︓岐⾩グランドホテル 

出席要請者︓2023-24 年度クラブ会⻑もし

くは、2022-23年度ロータリー財団委員⻑ 

登録料︓￥10，000／1名 

5. Ｄ・Ｅ・Ｉ会議 開催について 

⽇時︓2022年 11⽉ 26⽇（⼟） 

受付 12︓30〜 開会点鐘 13︓00 

終了点鐘 16︓00 

場所︓都ホテル岐⾩⻑良川 

登録料︓￥5，000／1名 

出席要請者︓1 クラブ 2 名（会⻑・幹事・

増強委員・⼥性・外国籍の⽅・若い会員ほ

か、多様性を考慮した⼈選） 

6. 10⽉⽶⼭⽉間資料「2022-23年度⾖辞典」

を配布してございます。 

7. 2022 年 10 ⽉の RI レートは１ドル＝145

円です。 

8. 本⽇、13︓00より第7回理事・役員会を事

務局において開催致します。 
 

委員会報告 

＊10 ⽉度諸事お祝い 

        柴⽥友美 親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】 

  鈴⽊英夫会員、⽟⽥⾹会員、眞⼸純⼀会員  
 
【結婚記念⽇】 

  野間芳実会員、川⼾広樹・⼀美様、杉﨑雅

代会員、岸本春雄・ひとみ様、伊藤広海・

康⼦様 

＊親睦・家族例会（10/18）について 

  柴⽥友美 親睦・家族委員⻑ 

 
＊ロータリーの友 10 ⽉号紹介 

       伊藤雅⽂ クラブ広報委員 

 
＊深⾕公園（植栽）について 

⼩林英将 社会奉仕委員⻑ 

出席報告      伊藤雅⽂ 出席副委員⻑ 

正会員 29 名中 16 名出席．出席率︓69.56％ 
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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︓Ｉ

Ｍお世話になり

有難うございま

す。 

藤野惠⼦︓Ｉ

Ｍ皆様お疲れ様でした。ありがとうござい

ました。 

江藤隆仁︓ＩＭご苦労様でした．本⽇は会員

増強宜しく。お願いします。 

岸本春雄︓本⽇ニコボックス沢⼭頂きました。 

岩崎 透︓ＩＭご苦労様でした。岸本君も頑

張ってくれて有難う。 

野間芳実︓沖ＡＧはじめ会員の皆様、ＩＭお

疲れ様でした。10/1孫の運動会、岸本会員、

沖会員と⼀緒に応援して来ました。 

柴⽥友美︓10/18（⽕）ＩＭ慰労会と家族親睦

例会を開催します。多数のご出席をお待ち

します︕ 

⾐斐信⾏︓ＩＭ、合同例会にはお世話になり

終了できありがとうございました。特に服

部会員にもお世話になりました。 

勇 理維⼦︓本⽇の会員維持増強の話し合い

皆様よろしくお願い致します。 

 

本⽇のプログラム 

「会員増強について」 

勇 理維⼦会員維持・増強委員⻑ 

今⽇は、会員維持増強についてのお時間を頂き

ました。 

8 ⽉の会員維持増強⽉間で予定しておりました

地区増強委員⻑の卓話の予定が、コロナ禍とい

う事で、中⽌になってしまいました。そこで今

⽇はメンバーの⽅々と増強についての話し合い

をしたいと思います。鈴⿅⻄ロータリークラブ

の皆さんが多分感じていらっしゃるだろう、不

安の多い現状を重く受け⽌め、会員を増やす事

が第⼀の⽬標ではありますが、その前に、当ク

ラブ将来のために、問題点を洗い出し、具体的

打開策を、メンバー全員で、真剣に向き合いな

がら考える必要があると、⼼の底から思うので

す。 

私⾃⾝思い返せば、声を掛けても断りの⾔葉し

か返ってこない、誰かが⾒つけて来るだろと、

実に無責任かつ⼈任せにしてきました。結果、

増強委員⻑という⼤役を頂き、⼤きな反省と危

機感の中で、今⽇を迎えました。 

さて、12⽉か 1⽉辺りに、オープン例会を予定

しておりますが、⼀回のチャンスで、お客様の

⼼を掴み取るにはどうしたらいいか少し考えて

みました。 

私は、ご存知の様に、保育園をしていますが、

⼦どもは⼤⼈に認めてもらう事、⼦ども同⼠で

認め合う事で、⼤きく成⻑します。⼤⼈も同じ

で、認めてもらってその⼈の持ち味や⼒がより
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発揮出来ると考えます。始めての環境で、居場

所があって、喜びと活気に満ちた⼈たちが、⼼

地よく過ごせる様なオープン例会を実現したい

です。その為には、例えば、 

＊孤独感を与えない。 

＊気遅れさせない。 

＊⾃分ならここで活躍できるかもと感じてもら

う、等、そんな雰囲気、環境を作る為には、メ

ンバー全員が全⼒で取り組む必要があると思い

ます。 

そして、オープン例会の内容を良く吟味し、実

⾏したいです。その為に、皆さんのご協⼒は必

要不可⽋です。 

折⾓開いたオープン例会なのに全く実らず無駄

だったなんて悲しすぎます。 

先⽇の IMでは、あの難題をあの様な形でまとめ

上げ、⾮常に実りのある有意義な⼀⽇であった

と私個⼈としては感じました。皆さんお⼀⼈お

⼀⼈の⼒が素晴らしいと改めて認識しました、

あの結束⼒をもって皆さんのお⼒をお借りした

いです。 

今の鈴⿅⻄ロータリークラブのメンバーの過半

数は、⾼齢者であり、世代交代の時期を越えよ

うとしています。 

若い世代の⼊会を実現する為に⾏う事、鈴⿅⻄

ロータリークラブが守っていきたい事、今の時

代に合った運営とは何か︖等、思い切った変化

に挑戦する勇気も必要かと思います。是⾮皆さ

んの忌憚の無いご意⾒、ご提案を頂きたいとお

もいます。 

頂いたご提案をもとに、AG、会⻑、幹事をはじ

め、ご意⾒をお持ちの会員どなたでも参加して

いただき議論をしてまいりたいと考えておりま

す。びっくりする様なご提案を、お待ちしてお

ります。実⾏できるかできないかは、議論しな

がら考えましょう。 

今⽇、提案⽤紙を⽤意しましたので、現クラブ

の改善点と改善策。通常例会の内容について、

オープン例会の内容の提案、将来の鈴⿅⻄ロー

タリークラブの姿、新メンバーとして推薦した

い⽅のお名前(頭の中で考えている⽅、既に声を

掛けた⽅)その他ご意⾒何でも、記⼊して提出し

て下さい。今⽇から数ヶ⽉の間、お仕事の事な

どお忙しい事と存じますが、頭が少しでもひま

になりましたら、⻄ロータリークラブの将来の

ことをお考えいただき、新たな発想が浮かびま

したら例会毎に提出する勢いでお願い申し上げ

ます。 

残りの時間で、お⼀⼈ずつ、⼀⾔ご意⾒、ご提

案、決意表明等お話しください。 

 
 
会報発⾏担当︓伊藤雅⽂ 

 


