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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; 

2023 年 1 ⽉ 17 ⽇(⽕)第 1704 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︓ 君が代 奉仕の理想 
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、明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いいたします。コロナの状況

もあまり好転することなく、また 3 年ぶりのイ

ンフルエンザの流⾏のダブルパンチですが、ど

うぞ免疫⼒を上げてかからないようにお気をつ

けてください。 

 昨年7⽉に会⻑を拝命して半年が過ぎました。

勉強不⾜で、皆さんに⾊々アドバイスをいただ

きながら、ご迷惑をおかけしながらの半年でし

た。あと半分今までの教えを踏まえてまた、助

けていただきながらやっていきます。何卒よろ

しくお願いいたします。 

 先⽇雑誌を読んでいたら、「根拠ある医療健康

情報をお伝えします。」と、いう記事が⽬に⼊り

ましたのでご紹介します。ペットは、ともに暮

らす⼈への"⼼⾝"に⼤きく影響するという話で

す。東京都⽴⼤学の先⽣が、全国 16 市町村に住

む⾼齢者約 2 万⼈を調査し、その後 2 年間の⽣

活や健康状態との関係を調べたところ、⽝、猫

を飼育している⼈たちの 2 年後の⽣存率が飼育

していない⼈より明らかに保たれていた。そし

て「飼う」だけでなく⽝猫の「世話」をたくさ

んしている⼈ほど⻑⽣きできるのだといいます。 

メカニズムは明らかではないですが、世話をし

たり、かわいい猫がいるから死ねないというよ

うな飼うことへの責任感が関係しているのでは

といわれています。⽝に関しては国内外に莫⼤

な研究報告があるそうです。例えば、⽝を飼っ

ている⾼齢者は活動量が多く、肥満が少ないと

いう特徴がある。72 歳から 81 歳の⾼齢者を対

象にしたアメリカでの研究では、⽝の散歩を週 3

回、150 分以上⾏う⼈は、そうでない⼈よりも

運動機能が⾼いことがわかりました。⽝を飼う

最⼤の魅⼒は何でしょう。それは⽝は絶対に⼈

を裏切らないことです。⼈間は裏切ることもあ



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

2 
 

りますが、⽝は飼い主に全幅の信頼を寄せてい

ます。無条件に愛します。⾃分の絶対的な⾒⽅

で、全⼒で愛してくれる存在がいる。それは⼈

が⽣きていくうえで不可⽋ではないでしょうか。 

 本⽇のプログラムは、クラブ協議会です。各

委員⻑様、前期の報告と後期の予定について 

お話いただきますよう、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 

＊1⽉ 24⽇（⽕）・椿⼤神社受付 10︓00・

参拝・祈祷10︓30〜・椿会館 新春例会 

11︓30〜 

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 

⻲⼭ＲＣ︓1⽉ 23⽇（⽉）・1⽉ 30⽇（⽉）

短縮例会 

3. 2022-23年度下半期会費納⼊について 

⾦ 額︓123，000円 

内訳︓通常会費 120，000円／⽶⼭特別 

寄附⾦ 3，000円  

振込先︓百五銀⾏ 平⽥町駅前⽀店 

 （普通） 0206775 

    鈴⿅⻄ロータリークラブ 

4. 2023 年 1 ⽉のロータリーレートは 1 ドル

132 円です。 

5. 2021-22年度 ・「Every Rotarian，Every 

Year」クラブ ・100％ロータリー財団寄付

クラブの表彰バナーをいただいております。 

6. 2023 年会⻑エレクト研修セミナーのご案

内 

⽇時︓2023 年 3 ⽉ 26 ⽇（⽇）登録受付 

10︓00 点鐘 10︓30 懇親会 17︓30 

終了 19︓00 

場所︓名鉄グランドホテル 

登録料︓18，000円／1名 

出席者︓江藤隆仁 会⻑エレクト 

7. 2023-24年度国際ロータリーのテーマが発

表されました 

“世界に希望を⽣み出そう(CREATE HOPE 

in the WORLD)” 

（ゴードン R.マッキーナリー国際ロータ

リー会⻑エレクト） 
 
委員会報告 

＊1 ⽉度諸事お祝い 

柴⽥友美 親睦・家族委員⻑ 

【会員誕⽣⽇】⼩林英将会員、寺⽥有⼦会員 

【結婚記念⽇】伊藤義⼀・美江⼦様、杉村吉 
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雄・幸⼦様、沖 俊成・澄⼦様 

 
＊ロータリーの友 1 ⽉号紹介 

服部⾼宣 クラブ広報委員 
 

出席報告       岩崎 透 出席委員 

正会員 28名中 15名出席。出席率︓62.50％ 

 
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 

※印 多額 

※加藤 稔︓今⽇は⽋席させていただきます

が今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

※世古⼝弘⼦︓明けましておめでとうござい

ます。今年も宜しくお願い申し上げます。 

※⼭崎ていじ︓明けましておめでとうござい

ます。今年もよろしくお願い申し上げま

す。 

藤野惠⼦︓あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。本⽇のク

ラブ協議会よろしくお願いします。 

江藤隆仁︓うさぎ年{⻄クラブにとって良い年

になりますように。} 

沖 俊成︓良いお年になりますように。 

伊藤義⼀︓今⽇、1⽉ 17⽇は阪神淡路⼤震災

から 28年になります。この⽇は私のロー

タリー⼊会⽇でした。ご冥福をお祈りし

ます。 

⾐斐信⾏︓明けましておめでとうございま

す︕世古⼝さんが元気に復帰されてとて

もうれしいです︕ 

杉﨑雅代︓新年おめでとうございます。7回⽬

の年⼥です。 
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岩崎 透︓今年もよろしくお願いします。 

勇 理維⼦︓明けましておめでとうございま

す。本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

服部⾼宣︓あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。 

野間芳実︓新年明けましておめでとう御座居

ます。皆様良いお年をお迎えのことと存

じます。本年も宜しくお願い致します。 

岸本春雄︓本年も宜しくお願いします。世間

並みに家族がコロナにかかりましたが、

私は不死⾝で無事でした。 

柴⽥友美︓寒中お⾒舞い申し上げます。皆様

には揃ってよき新年をお迎えのことと思

います．本年もどうぞよろしくお願いい

たします。 

伊藤雅⽂︓明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。 

 

本⽇のプログラム 

「 クラブ協議会」 

“前期の報告、後期の予定について” 

会⻑・幹事・各委員⻑ 

 

 

クラブ運営委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ運営︓沖 俊成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席︓服部 ⾼宣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦・家族︓柴⽥ 友美 
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会員維持・増強委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員維持・増強︓勇 理維⼦ 

 

 

 

 

 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報・ｽﾀｰ、ｸﾗﾌﾞ広報︓川⼾ 広樹 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕︓野間 芳実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⻘少年奉仕︓森 喜代造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕（WCS）︓岸本 春雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽶⼭記念奨学⾦︓伊藤 義⼀ 
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児童詩コンクール︓⾐斐 信⾏ 

 

 

2023-2024年度国際ロータリーのテーマ 

 

 

 

 

会報発⾏担当︓伊藤雅⽂ 

 


