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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 11 ⽉ 15 ⽇(⽕)第 1699 回例会 

例会場︓鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ ⼤ホール 
開始: 12︓30 終了: 13︓30 
例会進⾏: 森 喜代造 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 

 
会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

皆様、こんにちは。秋の盛りで、紅葉がとて

もきれいです。図書館のイチョウの葉がとても

きれいに⾊づいています。紅葉狩りにいらした

⽅もあると思います。 

まずは、私の思い違いで、皆様に説明を差し

上げたつもりでいました 11 ⽉ 29 ⽇のロータリ

ー財団補助⾦プロジェクトの説明をしていなか

ったこと、誠に申しわけございませんでした。

この場を借りて、ご説明させていただきます。 

 地区補助⾦を活⽤して、「鈴⿅市の児童発達⽀

援事業所の外遊びの環境作りを⽀援する」とし

て、この度社会奉仕事業として⾏うこととなり

ました。 

 鈴⿅市に現在市の社会福祉協議会が運営をす

る児童発達⽀援センターが⼆か所ありますが、

そのうちの｛鈴⿅市第⼆療育センター｝に砂場

の寄贈を⾏います。発達に⼼配のあるお⼦さん

が保護者と⼀緒に通い、専⾨職によって訓練等

を⾏っています。 

感覚を刺激する遊びとして、またたくさんの砂

のもってある単純な砂場で多様な遊びの広がり

を可能にすることができます。砂場を設けるこ

とによって、発達を促す⼀助になればという思

いで、今回の社会奉仕の事業とさせていただき

ました。原資としましては、ラブ拠出⾦ 100,000

円、地区補助⾦は、皆さんの年次寄付⾦の額に

基づき 1674.78ＵＳＤ＠115 合計 322,000

円の予算です。なお砂場の砂については、加藤

会員にお世話になりましたこと申し添えます。

11 ⽉ 29 ⽇当⽇には、鈴⿅市⻑にも出席をいた

だきます。通常例会とは会場、時間も異なりま

すが、どうぞみなさんにご出席いただきますよ

うお願いをいたします。よろしくお願いいたし

ます。 
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幹事報告         江藤隆仁 幹事 

 
1. 第 8 回理事・役員会決議報告 

 ＊12〜1 ⽉度プログラムについて 

  【12 ⽉度】 

  12 ⽉ 6 ⽇ 親睦・家族例会(オープン例会

で検討) 

  12 ⽉ 13⽇ 会員増強について 

  12 ⽉ 20 ⽇ 疾病予防と治療⽉間に因んで  

に変更 

  12 ⽉ 27⽇ 特別休会 

 【1 ⽉度】 

  1 ⽉ 3⽇ 特別休会 

  1 ⽉ 10⽇ 休会 

17⽇ 新春例会 ⇒ ⽇程⾒直し  

※24⽇のクラブ協議会と⼊替を検討中 

24⽇ クラブ協議会 

31 ⽇ 職業奉仕⽉間に因んで 

＊その他 

2023-2024年度会⻑について 

会⻑は⽩紙 

  12⽉13⽇ 例会終了後に臨時指名委員会、

同⽇に理事会を開く 

  12 ⽉ 20⽇ 臨時総会 
 

委員会報告 

＊11/12（⼟）職業奉仕委員会研修セミナー 

 の報告 

野間芳実職業奉仕委員⻑ 

 
＊鈴⿅市児童詩コンクール実⾏委員会の報告 

⾐斐信⾏児童詩コンクール委員⻑ 

 
出席報告        勇 理維⼦会員 

正会員 29名中 14名出席．出席率︓63.63％ 
 

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 

※多額 

※沖 俊成︓本⽇もお世話になります． 

藤野惠⼦︓沖ＡＧ、本⽇の卓話よろしくお

願いします． 

江藤隆仁︓沖様、本⽇は宜しくお願いしま
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す． 

岸本春雄︓明⽇ 16 ⽇、椿トロピカル園ミニ

オープンします．沖さん本⽇よろしく． 

野間芳実︓・沖ＡＧ、服部さん、研修セミ

ナー有難うございました．・沖ＡＧ、本⽇宜

しくお願いします． 

柴⽥友美︓・岸本さんの「椿トロピカル園」

ミニオープンおめでとうございます︕ 

・12/6（⽕）親睦家族ｵｰﾌﾟﾝ例会をサーキッ

トで 18時から開催します．多くのご参加を

宜しくお願いします． 

 

本⽇のプログラム 

「第 3 回訪問 ガバナー補佐の卓話」 

沖 俊成 鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐 

 
皆様こんにちは。私がＡＧになってやっと 5か

⽉⽴ちましたが 皆様にはこの間、ＩМの開催、

出前講座、地区⼤会、地区委員会事業、周年記

念ゴルフや ガバナー杯ゴルフ等に ⼒強いご

協⼒をいただき深く感謝いたします。 

皆様のご⽀援があって、ＡＧも務まります。 

出前講座も 快くお受けいただき、地区⼤会は

じめ 地区委員会、また、ＩМでの実⾏委員会運

営等、⻄ロータリーの友情を ⼼から感じます。 

さて、9⽉ 24⽇に⾏われましたＩМについてで

すが ＩМはＡＧにとって最も⼤きな事業です。

テーマだけは、渋沢栄⼀と決めてはいました。

論語と算盤の話は ロータリーの職業奉仕の考

えと、接点がありそうな気がしたからです。 

ある⽇、新聞を⾒ていますと、四⽇市の⽅で渋

沢栄⼀について、講演会があったとの記事を⾒

つけました。それは、三泗ヘリテージの会とい

う団体があって 地域の歴史や⽂化を研究され

ている会での講演があったらしく、早速私と⾐

斐さんとでお伺いしました。そこで紹介いただ

いたのが、この度の講師の元四⽇市商業⾼校の

校⻑の古川芳彦先⽣でした。 

先⽣は、お話をしていると、たまたま教育委員

会当時、⾐斐さんと⾯識があったとのことで 

話も順調に進み快く講師を受けて頂く事が出来

ました。 

ＩМの実⾏委員会では、委員⻑に、⾐斐さん、副

委員⻑には服部さんにお願いし、どのような形

のＩМにするかを協議しました。コロナが少しず

つ減りかけていたころですが 9⽉ 24⽇にコロ

ナがどうなっているか予測し、8⽉のお盆に決定

する必要がありました。 

ＩМの⽬的は、グループの研修と親睦です。早く

から⽇程だけは気まっていましたが、コロナの

事を思うとこの⽬的を達成できる形が中々決ま

らず最終的に出席⼈数を少なくしたＩМの形を

とることにしました。 

グループからは、会⻑幹事、パネリスト、地区

役員のみの出席。ホストクラブの鈴⿅⻄クラブ

は全員出席となり異例のＩМとなりました。⾼橋

地区がバナーはじめ、他グループの様⼦もご意

⾒いただきながら進めました。延期するグルー

プや、⼈数を減らしユーチューブで同時配信す
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るグループ、中⽌するグループもありました。 

私達は、同時配信する業者にも ⾒積もってい

ただいたのですが、費⽤対効果も考え映像録画

し、USBメモリ配布にさせて頂いたわけです。

USBメモリなら、報告書代わりですし、何回で

も何時でも⾒られます。ガバナー公式訪問合同

例会から、ＩМ全て収録することで、ガバナーの

意思も正確に伝わります。四郷郷⼟資料館 館

⻑ 古川芳彦様の素晴らしい講演や、地域の未来

を想像し、変わりゆく社会と変わらざる教えを

対⽐させた川⼾さんが作ってくださった DVD、 

服部さんがファシリテータのパネルディスカッ

ションもすべてが⼊っています。 

この USBメモリは、⽥中通さんに無理⾔って作

っていただきました。 

⻑時間にわたる録画を、さすがプロで、新品の

カメラで⼤変きれいに撮ってもらい⼀つのファ

イルにしてもらいました。また きめ細やかな

表装は、服部さんに作っていただき、私の AG訪

問の折に持参します。これをしてやっとＩМが終

了したわけです。皆様、ありがとうございまし

た。 

さて話は変わりますが、最近のクラブの活動状

況について考えてみたいと思います。11 ⽉から

やっと通常の例会に戻りました今、コロナで影

響された活動を取り返す時が来ています。 

基本は例会の出席だと思います。楽しい例会で

あれば みんなが出席します。どうすれば楽し

い例会になるか︖です。連絡事項で終わってし

まうのでは⾯⽩くないと思います。メニューは

いくらでもあるのでは、ないでしょうか︖ 

みんな⼀⼈⼀⼈意⾒を出せば 会員卓話、職場

例会、移動例会、夜間例会、もっと増やせばど

うでしょうか︖ 

昨⽇は、⻲⼭ロータリークラブさんへも⾏きま

した。コロナの前には合同例会もさせて頂きま

したのでいつか合同例会をして、意⾒交換や、

親睦を深めてはいかがでしょうか︖ 

今、⻲⼭さんは 20⽇に開催される三重県インタ

ーアクト協議会を控え、例会に⻲⼭⾼校の担当

の先⽣も交えて準備されて⾒えました。コロナ

次第ですが、5クラブの会⻑幹事会も⾏い交流を

さらに進めるとよいかとも思っています。 

クラブ活性化のメニューは考えたらたくさんあ

ると思います。まずは⻄クラブで意⾒を出し合

い全員が同じ⽅向を⽬指して進めばきっと楽し

いクラブになることと思います。 

AGとして、とりあえず取り留めない話でしたが 

次はもう少し勉強してきます。ありがとうござ

いました。 

 
増強について 

勇理維⼦増強委員⻑ 
 
 
 
 
 
 

会報発⾏担当︓川⼾広樹 
 


