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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 18 ⽇(⽕)第 1696 回例会 

例会場︓鈴⿅サーキット THE DINING 2Ｆ 
開始: 17︓30 終了: 19︓40 
例会進⾏: ⼩林英将 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︓勇 理維⼦会員 

 
ゲスト︓⼩林奈都⼦様、⼭際雅⼈様、森豊様 

 マリンバ奏者 鎌⽥かおり様、トラヤノフ・

ヴェスコ様 

ご家族・ご同伴者（順不同）︓ 

 鈴⿅⻄プロバスクラブ会員 福井章⼦様、 

鈴⿅⻄プロバスクラブ会員 ⾼橋重⼦様、 

⾐斐朋⼦様、伊藤美江⼦様、岩崎千津代様、 

岩崎江⾥⼦様、稲垣恵美⼦様、柴⽥玲夏様、 

柴⽥隆之介様、松原 康様、⼭副郁⼦様 

会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

皆さま「今晩は」 例会で皆さんと今晩はと

お互いに挨拶を交わすことは、とても久しぶり

のような気がします。コロナの患者数が減って

きたとは⾔え、まだまだ通常通りとはいきませ

ん。早く以前の⽣活が取り戻せるとよいですね。 

 早速、本⽇のゲスト、ビジターをご紹介いた

します。ゲストは、⼩林奈都⼦様、⼭際雅⼈様、

森豊様、本⽇演奏をしていただく鎌⽥（かまだ）

かおり様、トラヤノフ・ヴェスコ様。 

ご家族、ご同伴者をご紹介いたします。順不

同はお許しください。鈴⿅⻄プロバスクラブ会

員福井章⼦(あやこ)様、同じく⾼橋重⼦（しげこ）

様、⾐斐朋⼦様、伊藤美江⼦様、岩崎千津代様、

岩崎江⾥⼦様、稲垣恵美⼦様、沖澄⼦様、柴⽥

玲夏様、柴⽥隆之介様、松原 康様、⼭副郁⼦

様、以上の⽅々です。 

ようこそお越しいただきました。どうぞご⼀

緒にお楽しみください。 

 本⽇は、今年度初めての夜間例会です。ＩＭ
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慰労会・家族親睦例会そしてオープン例会と盛

りだくさんです。「秋の⼣べにマリンバの⾳⾊を」

と題しまして例会後ゲストの鎌⽥様、トラヤノ

フ・ヴェスコ様にマリンバの演奏をしていただ

きます。短い時間ではございますがどうぞ、美

しい⾳⾊をお楽しみいただければと思います。

また、ゲストの皆さまにおかれましては、ロー

タリークラブの例会の様⼦をご覧いただき、ど

んな雰囲気なのかを感じとっていただき、ぜひ

とも私共のクラブの⼀員となっていただけるこ

とを期待しております。 

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 

◇10 ⽉ 25⽇（⽕）は深⾕公園での植栽。 

受付 10︓00 例会 10︓10〜10︓25  

作業 10︓30〜 終了 11︓30 

2. 第7回理事・役員会（10 ⽉ 4⽇）決議報告 

1.11 ⽉度プログラム 例会時間について 

〇12:30〜13:30 通常例会 

 ＊⾷事 12:00 より 

・10 ⽉ 18⽇（⽕）親睦・家族例会について 

〇オープン例会を承認 ⼊会⾒込みの⽅は

招待 

・10 ⽉ 25⽇ 深⾕公園 植栽について 

〇例会アナウンス通り 

2.地区⽀援活動 鈴⿅市第２療育センター砂場

寄贈詳細について 

〇12:30 竣⼯式 

〇予算より約 8,000 円オーバーを社会奉仕

の予算から計上 

3.⻄クラブ活性化について 

〇会員維持・増強に協⼒ 意⾒箱設置 

〇WEB活⽤を検討していく 

4.10 ⽉ 23⽇ 岐⾩地区⼤会 交通⼿段につい 

 て 

〇レンタカーを借りて乗り合わせ  

＊レンタカー費⽤、保険をクラブ負担 

5.その他 

 ・ネパール ラリトプールＲＣ（ツインクラ

ブ）創⽴ 25 周年招待について 

  ⽇時︓2022 年 11 ⽉ 12 ⽇ 16︓00〜  

会場︓ホテルヒマラヤ ラリトプル 

〇藤野会⻑からメッセージを送る 

 ・保護司会 沢内様から申⼊れについて 

＊例会で保護司の現状について説明をさせ

ていただきたい。時間がなければ募集案内な

ど資料配布をお願いしたい。 

〇プログラム委員⻑に調整して頂く 

・その他 

〇鈴⿅⻄プロバスクラブより依頼がありまし

た、松浦武四郎記念館の学芸員による講演

会は会場都合により変更の可能性があると

のこと 

3. 2024－25 年度国際ロータリー第 2630 地

区ガバナーノミニーの選出について 

地区指名委員会において、⻲井喜久雄⽒（名

張ロータリークラブ所属）が指名されまし
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た。 

4. 地区直前ガバナー事務所より、2021-22 年

度地区記録誌が届いております。 
 

出席報告           出席委員会 

正会員 29名中 15名出席．出席率︓68.18％ 
 

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 

 
⼩林奈都⼦︓よろしくお願い致します． 

⼭際雅⼈︓今⽇は宜しくお願いします． 

森 豊︓皆様ご無沙汰しております．今⽇は

お誘いをいただきましたので参加させてい

ただきました．よろしくお願い致します． 

福井章⼦︓久しぶりに皆様にお会いできて⼤

変うれしく思っています．ありがとうござ

います． 

※沖 俊成︓ＩＭ皆様のおかげです．有難う

ございました． 

※⽥中洋⼆︓いつもお世話になっております．

本⽇は⽋席させて頂きます． 

藤野惠⼦︓マリンバの演奏楽しみにしていま

す．親睦さんお世話かけます．よろしくお

願いします． 

江藤隆仁︓本⽇はお忙しい中．本当に有難う

ございます． 

⾐斐信⾏︓ＩＭありがとうございました． 

岩崎 透︓親睦の皆さんお世話になります． 

岩崎千津代︓柴⽥さんありがとうございます． 

川⼾広樹︓ＩＭ無事終わってよかった． 

伊藤義⼀︓マリンバ演奏楽しみにしています． 

⼩林英将︓親睦委員様お世話になります︕︕ 

加藤 稔︓親睦・家族委員会さん御苦労様で

す．今⽇も楽しみましょう． 

杉村吉雄︓本⽇もよろしくお願いいたします． 

勇理維⼦︓マリンバ楽しみです．沢⼭のお客

様とてもうれしいです．歓迎いたします． 

杉﨑雅代︓親睦の皆様ご苦労様です．お世話

かけます． 

⽥中 通︓ＩＭお疲れ様でした︕ゲストのみ

なさんようこそ︕ 

岸本春雄︓⼩林さん今⽇はようこそ． 

柴⽥友美︓家族、友⼈で出席します．よろし

くお願いします． 
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本⽇のプログラム 
♪「秋の⼣べにマリンバの⾳⾊を」ミニコンサート・ 

「ＩＭ慰労会＆親睦家族例会＆会員増強オー

プン例会」 

柴⽥友美 親睦・家族委員⻑ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会報発⾏担当︓川⼾広樹 


