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7月度 理事会報告

■2020年 7 月 ３ 日（金）
11時３0分〜 12時20分　於：都ホテル四日市　白扇の間

■出席理事の確認 
大矢知直登 木下　卓也 水谷　愼志 佐野　貴信
齋藤　雅彦 小川　和彦 森　　信治 岡本　浩延
中岡　昭彦 萩　文三男 早川　昌彦

−議　案−
第一号議案……新型コロナウイルス感染拡大防止について
　　　　　　　（例会場・ビジター・メーキャップ）
第二号議案……例会プログラムについて（ 7 〜 12月）
第三号議案……2020−21年度予算について
第四号議案……2020−21年度上半期会費について
第五号議案……ガバナー補佐訪問：クラブアッセンブリーに

ついて
第六号議案……社会奉仕活動について　
第七号議案……出席賞・前会長幹事御礼・誕生祝について
第八号議案……2019−2020年度ニコニコＢＯＸ投入金につい

て
第九号議案……例会の席次について
第十号議案……ホームページ制作について
第十一号議案……出席免除届について（宮﨑会員）
第十二号議案……秋の家族会について
そ　の　他……①佐治新会員について
　　　　　　　② 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動協力

のお願いについて
　　　　　　　③創立50周年記念バッジについて

■報告事項……次期、夏期派遣希望学生の内定通知書

■次回理事会…… ８ 月 7 日（金）午前11時３0分〜
　　　　　　　都ホテル四日市　金扇の間

例会日誌

２０２０年７月３日（金）　第２４７２回例会
総 会 員 数
メークアップ

７３名
７名

会場出席者
出 席 率

６３名
９５.８９％

■会長挨拶
○本年度第 1 回例会ご挨拶
○会長より　直前会長　水谷　愼志君に前会長章の贈呈
　　　　　　直前幹事　服部　浩明君に前幹事章の贈呈

○新会員入会式
　大矢知会長より、ロータリーバッジの授与
　藤村　　貴君
　宮下　直久君
　石川　義典君
　竹内　俊介君

○ 7 月会員御誕生祝の贈呈
1 日　加藤　真弓君
2 日　南川　　勤君　
6 日　宮﨑　由至君　
1８日　片山　穰二君　
22日　水谷　将紀君　
３0日　浅井　清司君

○ 7 月のご夫人御誕生祝
1 日　稲田　一輝君　　夫人　純様
15日　岩田　雅之君　　夫人　まゆみ様
17日　小川硬一郎君　　夫人　光世様
25日　渡邉　正夫君　　夫人　智子様
27日　木下　卓也君　　夫人　みゆき様
29日　田中　大補君　　夫人　佳奈様
３0日　中野　勝方君　　夫人　洋子様

■幹事報告
《配布資料》

1 ．2020−2021年度事業計画書（手帳）
2 ．ロータリーの友　 7 月号
３ ．ガバナー月信　　 7 月号
4 ．創立50周年記念バッジ
〇出席について
〇例会場席次について
〇次週より、国連薬物乱用根絶宣言支援事業として「ダメ。

ゼッタイ。」普及運動の募金を集めさせて頂きます。皆様
のご協力をお願い致します。

〇次回例会は、今回に引き続きましてクラブ協議会でござ
います。各委員会の委員長は事業計画報告をお願いしま
す。

■委員長報告
出席状況  上田　委員長



ニコニコボックス 鈴木　委員長
創立50周年実行委員会 岩田　委員長

■クラブ協議会 進行：齋藤幹事
大矢知会長

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君… 7 月より会長をつとめさせていただきます。

コロナ禍に対応した新しいロータリーの形を
探っていきます。

坂野　信彦君…水谷愼志前会長、服部浩明前幹事有難うござい
ました。新型コロナ感染症関連でお忙しかった
と思います。大矢知直登新会長、齋藤雅彦新幹
事本年度よろしくお願いいたします。

竹尾　純一君…50周年よろしくお願いします！
小川硬一郎君…家内の誕生祝を頂き有り難うございます。藤

村貴君、竹内俊介君、宮下直久君、石川義典君
各会員の入会を歓迎致します。

森崎　誠二君…新年度を祝して。
浅井　清司君…お誕生日祝をいただきましてありがとうござ

いました。来年は古希を迎えます。ピンチは
チャンスだという気持ちでガンバります。

伊藤　　隆君…昨日は日帰りで東京に行ってきました。今年
初めての上京です。東京駅のすし屋で一杯
やっていたら、「今日のコロナは100人超え」だ
という話が伝わってきました。今日から 2 週
間「謹慎生活」を送ります。私に近づかないで
ください。

渡邉　正夫君…50代大矢知会長、齋藤幹事の船出を祝うとと
もに一年間よろしくお願いいたします。又、
家内の誕生祝いありがとうございます。

萩　文三男君…皆さん本年もどうぞ宜しくお願い致します。
大矢知会長、齋藤幹事一年間お世話になりま
す。

伊藤　康彦君…一年間よろしくお願いします。
多田　　望君…大矢知・齋藤丸の船出を祝して！
水谷　愼志君…新年度、大矢知・齋藤丸の出港を祝して、コ

ロナに負けずイケイケドンドンを期待してい
ます。

藤牧　正浩君…加藤さん、南川さん、宮﨑さん、片山さん、水
谷さん、浅井さんお誕生日おめでとうござい
ます。

大久保佑香君…大矢知さんと齋藤さんの門出をお祝して。宜
しくお願い致します。

生川　昌毅君…大矢知会長、齋藤幹事、一年間宜しくお願いい
たします。50周年楽しみにしています。

服部　浩明君…大矢知会長、齋藤幹事一年間宜しくお願いい
たします。一生懸命応援させていただきます。
でも私にできるのはここまでです。

齋藤　雅彦君…本年度幹事を仰せつかりました齋藤です。い
い感じ！になる様、また、皆様にとって良いク
ラブと感じられる様、精一杯努力させて頂き
ます。何卒よろしくお願いします。

岩田　雅之君…本日、2020年度初例会。本年度大矢知会長、
齋藤幹事始め皆様本年度は当クラブ50周年で
もございます。コロナの中で限られたイベン

ト活動になると思いますが、一年宜しくお願
い申し上げます。

川島　勝士君…会長、幹事楽しみにしております。そして、新
入会員の皆様おめでとうございます！

木下　俊雄君…大矢知会長、齋藤幹事 1 年間よろしくお願い
します。

野﨑　裕史君…今年度もよろしくお願いします。
水谷　将紀君…誕生日祝いを頂きありがとうございました。

大矢知会長、齋藤幹事一年間よろしくお願い
します。

佐々木薫子君…新年度、宜しくお願い致します。
稲田　一輝君…水谷さんおめでとうございます。新入会員の

皆様おめでとうございます。
田中　大補君…大矢知会長、齋藤幹事 1 年間よろしくお願い

します。手帳ワイン色ですネ！妻の誕生日祝
もありがとうございます。

片山　穰二君…大矢知会長、齋藤幹事の船出を祝して。お誕
生日祝いをいただきましてありがとうござい
ました。３6才になりました。

中野　勝方君…大矢知会長、齋藤幹事、 1 年間よろしくお願
いします。

鈴木　克昌君…大矢知会長、齋藤幹事、そして皆様、今年度も
よろしくお願いいたします。

古市　剛久君…大矢知会長、齋藤幹事今年もよろしくお願い
します。

市川　　誉君…今年度、SAAをつとめさせて頂きます。どう
ぞ宜しくお願い致します。

小林　賢行君…大矢知会長、今期よろしくお願いいたします。
青池　隆之君…大矢知会長、齋藤幹事一年間よろしくお願い

申し上げます。

２０２０年７月１０日（金）　第２４７３回例会
総 会 員 数
メークアップ

７３名
１０名

会場出席者
出 席 率

５９名
９４.５２％

■会長挨拶
○ご挨拶
○新会員入会式

大矢知会長より、
ロータリーバッジ
の授与

　佐治卓弥君

○地区委員の方へ委嘱状が届いておりますので、お渡しさ
せて頂きます。
＊補助金小委員会

職業研修チーム（ＶＴＴ）担当　副委員長　伊達　敏和君



〇100％出席祝の贈呈　
40年皆出席賞 坂野　信彦君
25年皆出席賞 浅井　清司君
15年皆出席賞 永田　正巳君
10年皆出席賞 中岡　昭彦君
5 年皆出席賞 岩田　雅之君
   稲田　一輝君
   田中　大補君
年間最多出席賞 服部　浩明君

■幹事報告
《配布資料》
◦四日市西ロータリークラブ定款・細則
○来週 7 月17日（金）は、四日市グループ佐野ガバナー補佐

をお迎えして、例会終了後、３ 階 朝明の間（金扇の間よ
り変更）において、クラブアッセンブリーを開催致しま
す。出席義務者の方のみ、ご案内を配布させて頂いてお
りますのでご出席頂きますよう、よろしくお願い致しま
す。手帳をお忘れなく、ご持参ください。

○先日、上半期会費納入のご案内をお送りさせて頂きまし
た。納入期限は 7 月３1日でございますので宜しくお願い
致します。

○次回例会は今回に引き続きましてクラブ協議会でござい
ます。各委員会の委員長より今年度の活動方針・計画の
ご説明をお願いいたします。

○今週より、国連薬物乱用根絶宣言支援事業として「ダメ。
ゼッタイ。」普及運動の募金を集めさせて頂きます。皆様
のご協力をお願い致します。

■委員長報告
出席状況  小林　副委員長
ニコニコボックス 井村　副委員長

■クラブ協議会
今年度活動方針・計画の説明 進行：齋藤幹事
大矢知会長

予算審議    森　会計
会員増強    稲田委員長
ロータリー情報   服部委員長
親睦活動・家族   木下（俊）委員長

ニコニコボックス   鈴木委員長
公共イメージ・クラブ会報 石橋委員長
ロータリー財団   片山委員長
青少年交換    田中委員長
インターアクト   小山委員長
ＳＡＡ    市川（誉）委員長

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
山路　恭三君…大矢知会長、齋藤幹事一年間ごくろうさんで

す。本年もよろしくお願いいたします。第一
例会を欠席して失礼いたしました。

坂野　信彦君…40年皆出席賞をいただき、有り難うございま
した。

川島　勝士君…佐治さん入会おめでとうございます。
南川　　勤君…誕生祝をいただきまして。
中野　勝方君…梅雨ですが、みなさん体調をくずさず、元気で

お過ごしください。
上田　　浩君…梅雨時健康に気をつけてがんばりましょう。
石原　正敬君…大矢知会長、齋藤幹事、よろしくお願いしま

す。水谷前会長、服部前幹事ありがとうござい
ました。次回の三重テレビは1３日（月）です。

２０２０年７月１７日（金）　第２４７４回例会
総 会 員 数
メークアップ

７３名
９名

会場出席者
出 席 率

５９名
９３.１５％

■ビジター　橋本　　浩君（四日市北）

■会長挨拶
○ビジター・ゲストへの謝辞

四日市グループ　佐野　幸男ガバナー補佐をお迎えして
○ 7 /16（木）四日市グループ会長幹事会出席のご報告
○100％出席祝の贈呈　

5 年皆出席賞 佐野　明郎君

○ロータリー財団表彰
ロータリー財団よりべネファクター認証状とピンバッジ
が水谷　愼志直前会長に届いておりますので、大矢知会
長より贈呈いたします。



○マルチプル・ポール・ハリス・フェローの表彰
＊ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（ ３ ）　→
　ピンの贈呈
　浅井　清司君

■幹事報告
《配布資料》
◦第８８回ファイヤーサイドミーティング開催のご案内
◦新会員推薦の手順
〇地区より、2020年 7 月　熊本豪雨災害義援金ご協力のお

願いが届いておりますので、各テーブルにご案内させて
いただきました。皆様のご協力をお願いいたします。

〇国連薬物乱用根絶宣言支援事業として「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動の募金を今週も集めさせて頂きます。まだ
ご投入頂いていない方、よろしくお願い致します。

〇各テーブルに「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案
内を配布させていただきましたのでご興味のある方はご
覧ください。

〇本日、例会終了後　クラブアッセンブリーを ３ 階　朝明
の間に於きまして開催致しますので、出席義務者および
新会員様のご出席よろしくお願い致します。

〇次週 7 月24日は、法定休日のため休会です。
〇次回例会は、7 月３1日（金）　中岡昭彦会員の卓話になり

ます。

■委員長報告
出席状況  上田　委員長
ニコニコボックス 井村　副委員長
会員増強  稲田　委員長

■クラブ協議会 
今年度活動方針・計画の説明 進行：齋藤幹事

■四日市グループガバナー補佐 佐野　幸男様　ご挨拶
会員選考・クラブ研修リーダー 伊藤（康）委員長
プログラム   若林委員長
出席    上田委員長
地域発展・環境保全  藤牧委員長
50周年実行委員会  岩田委員長

■点　鐘

■ゲスト：四日市グループガバナー補佐　佐野　幸男様

■ニコニコＢＯＸ
永田　正巳君…新型コロナウイルス感染、三重県55名になっ

たようです。一層気を引締めてまいります。
森崎　誠二君…伊達さんの総合優勝を御祝いして。
浅井　清司君…長いお付き合いのあります佐野ガバナー補佐

をお迎えして！よろしくご指導の程お願い申

し上げます。25年出席を頂きましてありがと
うございました。３0年を目標にがんばります
のでよろしくお願いいたします。

市川　嘉市君…佐野ガバナー補佐さん、当クラブに訪問をし
て頂きありがとうございます。これからのご
活躍を祈願します。

木下　卓也君…何か良いことがあります様に。
岩田　雅之君…妻の誕生日のお祝いを頂きありがとうござい

ました。
伊藤　裕司君…遅くなりましたが、大矢知会長、齋藤幹事、お

世話になります。本来なら ８ 月 ３ 日新国立競
技場に行く予定でした。来年に一縷の望みを
持ち続けます。

藤村　　貴君…諸先輩方のご指導をいただき、無事入会に至
りました。大変ありがとうございます。ロー
タリアンとして一歩一歩進んでまいりますの
で、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく御
願いいたします。

２０２０年７月２４日（金）　
〇法定休日

２０２０年７月３１日（金）　第２４７５回例会
総 会 員 数
メークアップ

７３名
６名

会場出席者
出 席 率

６４名
９５.８９％

■会長挨拶
○ゲストへの謝辞
○臨時理事会における決定事項のご連絡
○地区委員の方へ委嘱状が届いておりますので、お渡しさ

せて頂きます。
＊青少年交換委員会委員　　加藤　真弓君

■幹事報告
《配布資料》
◦クラブ会報　 7 月号
◦ 2019−2020ゴルフ同好会収支報告書（ゴルフ同好会会員

のみ）
◦ 2019−2020ワイン同好会活動報告書（ワイン同好会会員

のみ）
○各テーブルに四日市南ロータリークラブからの例会変更

のご案内を配布させていただきました。四日市南ロータ
リークラブのみ、ビジターの参加を受け付けておられま
す。ご出席の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、体温チェック、マスク着用、手指消毒の徹底をお願
いいたします。

○前年度からのご案内です。佐治元会員から頂きました記
念品（お皿）をお預かりしていますので、頂いていない方



は、幹事までご連絡ください。
○次回例会は、８ 月 7 日（金）　会員増強委員会　稲田　一

輝委員長の卓話になります。
○ ８ 月 7 日（金）午前11時３0分より、金扇の間に於きまして

８ 月度理事会を開催致します。理事の方のご出席をお願
い致します。

■委員長報告
出席状況  小林　副委員長
ニコニコボックス 鈴木　委員長
ゴルフ同好会  若林同好会会計
会員増強  稲田　委員長

■卓　話 担　当：中岡　昭彦会員
 講　演：女子ラグビーチーム　PEARLS
 　　　　ゼネラルマネージャー　齋藤　久様
 演　題：「三重から世界へ　夢へのチャレンジ」

■点　鐘

■ゲスト：女子ラグビーチーム　PEARLS
　　　　　ゼネラルマネージャー　齋藤　久様

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君…齋藤GMの卓話を楽しみにしています。
浅井　清司君…誕生日祝・25年皆出席・マルチプルポールハ

リスフェローと ３ 回連続で表彰していただき
まして感謝感激いたしております。交通事故、
コロナにあわないよう気を付けます。

伊藤　　隆君…台湾の元総統「李登輝」さんが亡くなられまし
た。李登輝さん御一家が沖縄の石垣島を訪問
されたとき、娘さんとお孫さんが竹富島へ行
きたいと言われ、私がガイドをすることにな
りました。竹富ではSPもつけず、牛車にゆら
れ、浜では星砂を探して、のんびりと過ごしま
した。夜は街中で石垣料理が食べたいという
ので出かけましたが、さすがに夜はイカツイ
SPが 2 名と筆頭秘書がついてきました。李登
輝さんのご冥福をお祈りいたします。

中岡　昭彦君… 7 月 7 日次女の ３ 人目の男の子が無事産まれ
ました。偶然にも次女の 2 人目の女の子も 7
月 7 日でした。孫がこれで 6 人目です。大変
です。

森　　信治君…齋藤久ゼネラルマネージャーの卓話を楽しみ
にしています。お世話になります。

中野　勝方君…新型コロナウイルス。もう、身近にたくさん
います。充分に気をつけましょう。

小林　賢行君…竹尾さん、伊藤康彦さん、お仕事お世話になり
ました。

石原　正敬君…いよいよ梅雨明けでしょうか？ ８ / 2（日）朝
８ 時から東海ラジオで番組を始めます。三重
テレビは ８ / ３（月）です。

７月１７日（金）
 「ガバナー補佐卓話」

2630地区四日市グループ　ガバナー補佐
佐野　幸男様

四日市西ロータリークラブの皆様こんにちは。
私は26３0地区四日市グループガバナー補佐を拝命致しま

した四日市北ロータリークラブの佐野幸男でございます。
宜しくお願い致します。

先ほどの活動計画発表でございますが、各委員長様の心
あたたまる力強いお言葉、 1 年間頑張っていただきとうご
ざいます。

さて、 1 年前になりますが26３0地区の12名のガバナー補
佐として初会合したのがはじまりであります。各種の研修
会に参加いたしましたが今年の 2 月の地区チーム研修セミ
ナーを受けたのが最後で ３ 月 4 月 5 月の三ヶ月間新型コロ
ナウイルスによってすべての勉強会がなくなりました。こ
の三ヶ月間が一番重要な時期であったのではないかと思い
ます。

「 ３ つの密」を避けてください。拡大防止には人の移動、行
動を控えるなど人間同士の接触が出来なくなる社会情勢で
ありました。

ロータリーのビジョンの中にtogether（みんなが集まる
こと）の言葉があります。この「みんなが集まること」がで
きない状況が続き、このような社会経済状況下の中でガバ
ナー補佐の役割ができるか心配でなりませんでしたが、だ

れもが経験したことがないこの新型コロナウイルス。剱田ガ
バナーは言いました「この時期こそピンチをチャンスへ」と。

心配してもどうにもならない。前へ前へ前進のみだと。こ
の様な状況下でガバナー補佐訪問の初訪問が今週より始
まったわけでございます。本来ですと前ガバナー補佐九鬼
氏と四月五月に同席しクラブの雰囲気に接する予定ではあ
りましたがすべてパーとなりました。

勉強不足ではございますが私なりに精一杯がんばってま
いりますのでよろしくお願い致します。

今回今年度のRIホルガークナーク会長のテーマ「ロータ
リーは機会の扉を開く」であります。

ポリオ根絶のような大規模で歴史的なプロジェクトから
地域社会でのささやかなプロジェクトや 1 本の植樹まで奉



仕する機会への扉を開いてくれます。私たちロータリアン
のあらゆる行動がどこかで誰かの為の機会の扉を開いてく
れるでしょうと。

この ３ つの扉の色の赤色はローターアクトでありロータ
リークラブと同等となったこと、将来はロータリークラブ
になりうるであろうとの事であります。

そして26３0地区剱田ガバナーの地区方針は「伝統的日本
ロータリーの文化を輝かせ真のイノベーションへ」であり
ます。

伝統（職業奉仕・例会出席）を守り、これは職業奉仕を学
ぶ道場が例会であり自分を磨く為に例会に出席することで
あります。

この伝統の中から新しいものを見つけ時代に合った新し
いものを創造していかなければならないと言われました。

私はまずロータリーは人生を学ぶ場としてとらえたいと
思います。人は何歳になっても、様々な人との出会いがあ
り、気づきや学びがあり人生を豊かなものにすることがで
きます。

昨今のネット社会は、無数の情報が飛び交う中で情報に
溺れてしまいかねない、情報に流されてしまう可能性すら
あります。自ら情報を正しく選択し正しく判断しなければ
なりません。

ロータリーは、その中核的価値である「奉仕・親睦・多様
性・高潔性・リーダーシップ」を尊び、学ばんとする様々な
職業分野のリーダーの集まりであります。

様々な職種のリーダーである人々との出会いの中で、私
たちの人生にとり大いなる知恵やまさに大切で有益な情報
やヒントを得ることができるのです。

ロータリーのあらゆるプログラム、即ち、例会や奉仕活動
や、GTMや地区大会や各種研修セミナーなどは、まさにそ
うした人々の出会いと学びの場を提供しているのです。

また、ロータリーには民族、言語、文化、宗教、世代の違い
を乗り越えて集う人々から、実に多くの知恵や学びがあり
ます。国際親善や国際奉仕や国際会議では世界の人々との
出会いがあり、ロータリーの友は世界中の良いニュースや
有益な情報を提供してくれます。ロータリーにおけるあら
ゆる機会において人生を学び、自らを省みて変化に挑戦し
て行こうではありませんか。

剱田ガバナーはガバナー補佐の役割はガバナーと協力し
てロータリークラブを支援することであると言われました。

その支援内容は四日市西ロータリークラブ様が「ロータ
リーの目的」を推進することを助けることであります。

クラブ活動計画書に載っておりますけれど

Rotary
ロータリーの目的　The　Object　of　Rotary

ロータリーの目的は、意義がある事業の基礎として奉仕
の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には。次の
4 項を推奨することにある。
第 1 　知り合いに広めることによって奉仕の機会とする
第 2 　 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

勝ちあるものと認識し、社会に奉仕する機会として
ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第 ３ 　 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および
社会生活において、日々奉仕の理念を実施すること。

第 4 　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー
クを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

この 4 項目を推進することであります。

クラブの力量を規定する要素は①会員数②会員の質③ク
ラブ内環境であります。この要素が低下するとクラブの力
は、衰退し、「ロータリーの目的」を推進、実践できなくなる
といわれております。

この要素の何が足りないかは各クラブによって様々であ
りますので悩みがあれば早めに対策を講じなければなりま
せん。

1 　 会員数の問題は、クラブ会長の増強・維持に対する熱
意・やる気につきるものと思います

2 　 会員の質の問題はガバナー補佐訪問・会長幹事会・
GTM・会長の時間でロータリー情報・知識の向上を
図ることであります。

３ 　クラブ内環境の問題
● 企業経営上の問題点を打ち明け相談できる環境がクラ

ブ内にあるでしょうか
● 自分が直面する問題を親身になって相談できる友人が

クラブ内にいるでしょうか
● 職業上得られた発想やアイデアを交換し、自分の家庭・

職場・地域社会に戻って、それを実践に移しているで
しょうか

この ３ 点を心がけて親睦を深めて頂きたいと思います。
又地区目標といたしましては

■地区目標
1 ・RI会長テーマおよび協調事項の推進
2 ・RIロータリー賞への積極的なチャレンジ
３ ・新しいRI戦略計画の推進
4 ・会員増強・会員維持・クラブ拡大
5 ・青少年育成の推進
6 ・ ロータリー財団補助金の積極的活用と寄付への理解・

推進
7 ・米山奨学事業への参加と支援
８ ・ 例会は週 1 回、メークアップは前後 2 時間を推奨し

ます。
この ８ 項目の目標を心がけております。

四日市グループとしては 4 項目目
会員増強・会員維持・クラブ拡大を重点項目にしたいと

思います。

今回のコロナウイルスにおいて各クラブ会員の減少が起
こっております。岐阜地区においては 1 クラブが消滅してし
まいました。他クラブでも 6 〜 7 名の会員が退会されてお
ります。又は三重県地区においては尾鷲ロータリークラブ
が 9 名となり、又、東・南ロータリークラブ様におかれまし
ては ３ 名 2 名とのお話があります。わが北ロータリークラ
ブにおきましては現状最少人数24名が ３ 名退会し21名にな
りました。ロータリアンの中にはロータリーどころでは無
いという会員の方もいるかもしれません。剱田ガバナーは
この 1 〜 2 年で 2 割位は減少するであろうと言われてい
ます。

この様な現状の中で四日市グループ目標は 4 項目の会員
増強、会員維持を最優先に行わなければならないと考えて
おります。とくに会員維持であります。企業経営がまだまだ
の状態であり、悪化することが懸念されます現在、会員の維
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持に全力を挙げる気持ちでいっぱいであります。

又は、女性会員の増強を計る為、 4 クラブ＋四日市ロー
タリークラブ様が 1 名の女性会員が入られ、 5 クラブ全て
に女性会員が誕生致しました。 5 クラブの女性会員の集い
を開催し、ますます女性会員が増えることに期待したいと
おもいます。

今年度、IMからGTMに名称が変わりました。
グループトレーニングミーティングでありますが、剱田

ガバナーは、ガバナー職は 2 回目であります。初めての事
だそうです。今回のコロナウイルスによって初めてのガナ
バー職であればガバナー補佐と同じ心境であろうと言って
おられました。

2 回目の為私は冷静ですとの事であります。
今年度も辻前ガバナーの地区重点項目のクラブ研修リー

ダーの設置を継続し、クラブの活性化と組織強化のために
は、クラブ研修の充実は欠かせない重要要素であります。ク
ラブは会員減少に悩み、クラブの活性化に苦慮しておりま
す。

この状態から脱却に必要不可欠なのが、「会員に対する研

修」です。今こそクラブ研修リーダーの役割を認識、理解し、
ロータリーの活力の復活をお願いしたいと言うことであり
ます。

IMよりGTMに変わったのも「クラブ研修リーダー」の役
割の為かもしれません。

それからあと 1 つは、マイロータリー登録率の問題とし
て、今年は60％を目標としております。公共イメージ委員会
の委員長（岐阜加納ロータリークラブ）様は100％であるそ
うです。四日市グループとして、40 〜 50％を目標にしたい
と思っております。

最後になりましたが、新型コロナウイルスのワクチン開
発が早く早く出来ることを願いつつ、又何が起こるかわか
らない地球環境化のもと、ロータリアンが笑顔になり、例会
出席が楽しみになるクラブ作りを四日市西ロータリークラ
ブの皆様と共に歩んでいきたいと思っております。

大矢知会長、齋藤幹事よろしくお願い申し上げます。
私も勉強中の身の上でございます。
大変微力ではございますが、この 1 年頑張って参ります

ので、協力の程よろしくお願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。

ゴルフ同好会報告

水谷会長杯取切戦

OUT IN GROSS
スコア HCP NET

スコア

優勝 伊達　敏和 ４５ ４６ ９１ ２０ ７１
２位 伊藤　康彦 ３９ ４１ ８０ ６ ７４
３位 市川　嘉市 ４７ ４５ ９２ １３ ７９

第５７８回　令和２年７月１１日（土）
四日市カンツリー倶楽部　８：４５〜 ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

OUT IN GROSS
スコア HCP NET

スコア

優勝 伊達　敏和 ４５ ４６ ９１ １９ ７２
２位 竹尾　純一 ４６ ４６ ９２ １９ ７３
３位 市川　嘉市 ４７ ４５ ９２ １９ ７３

７月　各種会員出席報告
◦大矢知会長　◦齋藤幹事

7 月16日（木）　四日市グループ会長幹事会
 1８：３0 〜　於：四日市シティホテル

◦加藤　真弓地区青少年交換委員

7 月26日（日）　地区青少年交換委員会 
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