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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 12 ⽉ 6 ⽇(⽕)第 1701 回例会 

例会場︓鈴⿅サーキット THE DINING 2Ｆ  
      バンケット会場 
開始: 18:30 終了: 20:45 
例会進⾏: 眞⼸純⼀ 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 
ゲスト︓菅野暢秀様， 吉⽥周覚様 
ご家族・ご同伴者︓⼭副郁⼦様，勇 まりこ様， 

岩崎千津代様，森頼⼦様，柴⽥玲夏様  
（順不同） 

 
会⻑挨拶        藤野惠⼦ 会⻑ 

皆様 こんばんは。本年度第 2 回⽬の親睦家

族例会と会員増強オープン例会です。 

師⾛のお忙しい中、会員増強のゲストとして吉

⽥様、菅⾕様ようこそお越しいただきありがと

うございます。会員のご家族、ご同伴の皆様よ

うこそお越しいただきました。 

 さて、本⽇の親睦家族例会、会員増強例会で

すが、当初 12 ⽉ 20 ⽇を予定いたしておりまし

たが、コロナの第⼋波が懸念され、また年末近

くには会場⼿配も難しくなるのではということ

で、急遽早めに変更させていただきました。み

なさまには、プログラムの変更で、ご迷惑をお

かけいたしましたことお詫びいたします。 

 親睦さんにご尽⼒いただきまた、沢⼭の⽅に

ご出席いただきこのように親睦家族例会を 

できますことを感謝いたします。 

親睦委員会で、皆様に楽しいひと時を過ごして

いただけるよう⾊々考えていただいているよう

です。お楽しみいただければと思います。 

また、当クラブのあゆみを後ほどご覧いただき、

ロータリーの活動についてゲストの皆様にお伝

えできればと思います。 

短い時間ですが、どうぞお楽しみ下さい。 
 
 
幹事報告         江藤隆仁 幹事 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

□12 ⽉ 27 ⽇（⽕）特別休会 

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︓12 ⽉ 8 ⽇(⽊）休会   

12 ⽉ 15 ⽇(⽊）忘年家族例会のため桂いとう 

 12 ⽉ 22 ⽇(⽊）・29 ⽇（⽊）休会 
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鈴⿅シティＲＣ︓１２⽉２１⽇（⽔）１８︓３

０〜クリスマス例会の為アクアイグニス内

「イル・ケッチャーノ」 

１２⽉２８⽇（⽔）特別休会 

鈴⿅ＲＣ︓12 ⽉ 21 ⽇（⽔）→12 ⽉ 24 ⽇（⼟） 

忘年親睦家族例会のためコンフェット鈴⿅平 

安閣 

12 ⽉ 28 ⽇（⽔）特別休会  

⻲⼭ＲＣ︓12 ⽉ 5 ⽇（⽉）会場都合（短縮例

会）のためロータリー事務所 

12 ⽉ 12 ⽇（⽉）⇒10 ⽇（⼟）⻲⼭公園清掃 

奉仕のため⻲⼭公園 

12 ⽉ 19 ⽇（⽉）クリスマス例会のため会員 

宅 

12 ⽉ 26 ⽇（⽉）特別休会 

3. 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参加

のお礼とチャリティの報告を頂いておりま

す。 

＊チャリティ⾦寄付先︓鈴⿅市⼦ども家庭

⽀援課 ⾦額︓377，000円 

 

 
4. 2022 年 12 ⽉のロータリーレートは、１ド

ル＝138円です。 

5. 鈴⿅商⼯会議所より優良従業員表彰協賛⾦

のお礼状をいただいております。 

6. 12 ⽉ 13 ⽇（⽕）例会終了後、第 9 回理事・

役員会を事務局にて開催致します。 
 
出席報告       岩崎 透 出席委員 

正会員 29名中 16名出席．出席率︓69.56％ 
 

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︓ＡＧを拝命し約半年過ぎました．

皆様のご協⼒ありがとうございます． 

藤野惠⼦︓親睦さん、今⽇はお世話になり

ます．よろしくお願いします． 

江藤隆仁︓本⽇多忙の中、皆様出席頂きあ

りがとうございます． 

岩崎 透︓親睦さんお世話になります． 

岩崎千津代︓何時もお世話になります．今

⽇もよろしくお願いします． 

勇 理維⼦︓お客様、ようこそいらして頂き

ました．親睦委員の皆様お世話になりま

す．今⽇は皆で楽しみましょう． 

眞⼸純⼀︓ゲストの皆様ようこそ．本⽇は

宜しくお願いします． 
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川⼾広樹︓親睦委員⻑ありがとうございま

す． 

伊藤義⼀︓親睦委員のみなさん、本⽇はお

世話をおかけします． 

⼩林英将︓親睦委員の皆さんお世話になり

ます． 

⽥中 通︓今夜は楽しみましょう︕ 

⽥中洋⼆︓本⽇も宜しくお願いします． 

 

岸本春雄︓メリークリスマス．まだちょっ

と早かったネ．昨⽇次⼥に孫が⽣まれまし

た． 

 
本⽇のプログラム 

「忘年親睦・家族例会＆会員増強オープン例会」   

18︓50懇親会開会宣⾔ 

    増強委員⻑挨拶  

〜クラブのあゆみ〜 投映 

乾杯の⾳頭 沖 俊成ガバナー補佐               

会⾷・プレゼントタイム 

20︓30閉会宣⾔ 

20︓35 ⼿に⼿つないで 

終了 
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会報発⾏担当︓⽥中 通 


