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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 20 ⽇(⽕)第 1703 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: 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。ずいぶん寒くなり、⻄の

⼭に雪の冠が望めるようになってきました。 

師⾛でお忙しいとは思いますが、くれぐれもお

体を⼤切にされて、良い年をお迎えください。 

 さて、本⽇は、ゲストとして勇会員のご息⼥

勇亜⾐⼦様をお迎えして、疾病予防と治療⽉間

に因んで卓話をお願いしております。お忙しい

中、お引き受けいただきありがとうございます。

後ほどよろしくお願いいたします。では、略歴

をお伝えします。 

 

1988 年三重県⽣まれ。2007 年私⽴⾼⽥⾼等学

校卒業。2011 年東京⼤学農学部卒業。2016 年

新潟⼤学医学部卒業。その後新潟県内の病院に

て脳神経内科研修医として勤務。2021 年から東

京都医学部総合研究所で認知症の研究を開始。

2023 年⽑髪医療に関するクリニックを開業予

定です。「脳卒中と認知症」と題してお話しいた

だきます。私たちが避けて通ることができない 

⽼いの中で、できるだけ罹患しないで過ごすこ

とができる予防法等があれば教えていただけれ

ばという思いでお話をお伺いできればと思って

います。 

 この後、臨時総会を開催させていただきます

ので、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. 当クラブ例会変更のお知らせ 

2023 年 

□1 ⽉ 3 ⽇（⽕）特別休会 

□1 ⽉ 10 ⽇（⽕）休会 

□1 ⽉ 24 ⽇（⽕）椿⼤神社参拝・祈祷なら

びに椿会館新春例会 

※1 ⽉ 24 ⽇（⽕）の新春例会の案内を配布

してありますのでご確認ください。 

 

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 

鈴⿅シティＲＣ︓2023 年１⽉４⽇（⽔）特 

別休会 

１⽉１１⽇（⽔）新年祈祷例会の為椿⼤ 

神社・椿会館 

鈴⿅ＲＣ︓2023 年 1 ⽉ 4 ⽇（⽔）休会 

  1 ⽉ 11 ⽇（⽔）新春祈願参拝・新年例会

のため深⽥神社、⿂⻑ 

 

3. 第 9 回理事・役員会決議報告 

・1 ⽉度プログラムの確認ならびに 2 ⽉〜3 

⽉度プログラムについて  

＊1/17（⽕）新春例会⇒ 1/24（⽕）⽇程 

変更  

御祈祷 10︓30〜 椿⼤神社 

  例会 11︓30〜 椿会館 

＊1/31（⽕）卓話講師 地区職業奉仕委員 

⻑ 原尾 勝様 （承認） 

・2023-2024 年度会⻑変更について 

   勇 理維⼦会員 ⇒ （変更後）江藤隆 

仁会員  （承認）    

・その他 

 ＊ロータリーカードの導⼊について 

ロータリーカード導⼊については事務 

局の⽀払いには採⽤しない。改めて会 

員への案内をしていく。 

 ＊親睦・家族委員会へ予算の⼀部を流⽤する 

ことについて  （承認） 

  ・IM 実⾏委員会 50,000円 

・ 会員維持・増強委員会 5,000円 

・SAA委員会 20,000円 

・国際奉仕委員会 10,000円 

4. 事務局年末・年始の休暇は、12⽉28⽇（⽔）

〜1 ⽉ 5⽇（⽊）です。 

緊急連絡は、幹事 江藤（携帯番号 

090-8957-3112）までお願い致します。 

5. 津ロータリークラブより⽇⾚三重県⽀部点

訳奉仕団への資材贈呈について報告を頂い

ております。贈呈式は 12 ⽉ 3 ⽇伊勢・⿃⽻・

志摩グループＩＭにて執り⾏われました。 

【予告】 

来年 1 ⽉ 17⽇（⽕）の例会は【クラブ協議会】

前期の報告・後期の予定についてです。各委員

⻑にはお⼀⼈ 2〜3 分程度の発表をお願いする

予定です。委員⻑ご⽋席の場合は副委員⻑など、

代理の⽅をお願い致します。 
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臨時総会 

第 1号議案︓2023-2024 年度会⻑変更の件 

・・・承認 
 
委員会報告 

＊12 ⽉度諸事お祝い 

森 喜代造 親睦・家族副委員⻑ 

【結婚記念⽇】⽥中 通・玲莉様 

＊ロータリーの友 12 ⽉号紹介 

⽥中 通 クラブ広報副委員⻑ 
 

出席報告       岩崎 透 出席委員 

正会員 29名中 18名出席．出席率︓78.26％ 
 

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 

藤野惠⼦︓勇 亜⾐⼦様ようこそお越し下さい

ました．卓話楽しみにしています．宜し

くお願いします． 

江藤隆仁︓勇様、本⽇は宜しくお願いします． 

沖 俊成︓勇 亜⾐⼦様、本⽇お世話になりま

す． 

勇 理維⼦︓未熟な娘ですが宜しくお願いし

ます． 

 
 

加藤 稔︓私も近づいて来ました認知症につ

いて今⽇は勉強をさせて頂きます．本⽇

はありがとうございます． 

岩崎 透︓勇先⽣、今⽇はご苦労様です．よ

ろしくお願いします． 

森 喜代造︓勇会員のお嬢様。本⽇は逸話よ

ろしくお願いします． 

服部⾼宣︓勇 亜⾐⼦様、卓話よろしくお願

いします． 

柴⽥友美︓本⽇は重要な契約があり早退しま

す．森副委員⻑、岸本さん、よろしくで

す．勇 亜⾐⼦さんのお話し聞けずに残

念です． 

伊藤雅⽂︓勇 亜⾐⼦様、本⽇のプログラム

楽しみにしています． 

川⼾広樹︓勇 亜⾐⼦様、遠⽅よりありがと

うございます．卓話楽しみにしています． 

野間芳実︓来年も良い年であります様に．皆

様、良い年をお迎えください． 

岸本春雄︓勇 亜⾐⼦さん、本⽇はよろしく

お願いします． 

⽥中洋⼆︓⼀年間ありがとう御座居ました．  
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本⽇のプログラム 

「 ⼼療内科で診る 2 ⼤疾病 そのうちの“認

知症と脳卒中” 」   

勇 亜⾐⼦様 

【略歴】 

1988 年，三重県⽣まれ．2007 年，三重県私

⽴⾼⽥⾼等学校卒業．2011 年，東京⼤学農学

部卒業．2016 年，新潟⼤学医学部卒業．その

後，新潟県内の病院で脳神経内科医として 5

年間勤務．2021 年からは東京都医学総合研究

所で認知症の研究を開始した．2023 年 3 ⽉，

新たな試みとして，⽑髪医療に関するクリニ

ックを開業予定． 

 
 
クラブ運営委員会 

例会終了後にクラブ運営委員会が開催され，

今後のクラブ運営についての活発な議論が委

員間でなされました． 

会報発⾏担当︓⽥中 通 

 

 


