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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

８月２８日（金）卓話
「地域で支える子ども食堂」

担当：創立５０周年実行委員会　　　　　
講師：ＮＰＯ法人　三重はぐくみサポート
　　　　　　　　理事長　山田　知美様

８月２１日（金）卓話
「変人二十面相」 担当：石原　正敬　会員

８月７日（金）卓話
「会員増強月間にちなんで」

担当：会員増強委員会　　
稲田　一輝　委員長



８月度 理事会報告

■２０２０年 ８ 月 7 日（金）
１１時３０分～ １２時１５分　於：都ホテル四日市　金扇の間

■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		臨時理事会議事録について
第二号議案		２０２０年 ８ 月以降の例会運営（ロータリーソン

グ）・出席扱いについて
第三号議案		例会プログラムについて（ ８，９，１０月）
第四号議案		２０１９－２０２０年度収支決算報告
第五号議案		上半期会費納入状況について
第六号議案		職場例会について
第七号議案		秋の家族会について
第八号議案		新入会員について
そ　の　他		①�令和 ２年度　青少年育成市民会議の会員継

続と会費納入について
②�２０２０－２０２１年度　日赤点訳奉仕団　資材協
力について
③�地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案
内について

■報告事項		①佐治卓弥会員、退院証明書提出の件
②例会ネームプレートホルダー見積書について
③�日本のロータリー １００周年を祝う会記念式
典・祝賀会開催延期
④�記念切手「日本のロータリー １００周年」発
行のお知らせ

■次回理事会		 ９月 ４日（金）午前１１時３０分～　
� 都ホテル　金扇の間

例会日誌

２０２０年８月７日（金）　第２４７６回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
０名

会場出席者
出 席 率

５８名
１００％

■会長挨拶
○理事会決定事項のご連絡
○新会員入会式　大矢知会長より、ロータリーバッジの授与
　大澤　俊介君

〇結婚祝いの贈呈　水谷　将紀君　（２０２０年 7 月２２日）

○ ８月会員御誕生祝の贈呈
６日　藤村　　貴君
１５日　山路　恭三君
１６日　鈴木　克昌君
１６日　石川　義典君
２１日　西尾　慎一君
２7日　柳川　貴子君

○ ８月ご夫人御誕生祝の贈呈
９日　竹内　俊介君　　夫人　佳帆様
１６日　生川　宜幹君　　夫人　なおみ様
２２日　中岡　昭彦君　　夫人　令子様
２５日　南川　　勤君　　夫人　厚子様
２９日　古市　剛久君　　夫人　慶子様

■幹事報告
《配布資料》
◦ロータリーの友　 ８月号
◦確定申告用寄付金領収証
　（公益財団法人　ロータリー日本財団より）
○ガバナー月信は ８月号から２０２１年 ５ 月号まで、電子版の
みの配信となりますので、地区ホームページよりご覧く
ださい。電子版をご覧いただけない方は、幹事までご連
絡ください。
○地区より、２０２０年 7 月　福岡豪雨災害義援金ご協力のお
願いが届いておりますので、義援金を集めさせていただ
きます。皆様のご協力をお願いいたします。
○上半期会費のお願い	未納の方は宜しくお願い致します。
○次週 ８月１４日（金）は、夏期特別休会でお休みです。
○次回例会は、８月２１日（金）石原正敬会員の卓話になります。
○ゴルフ同好会　（前会長）水谷杯の贈呈
　→伊達　敏和　会員



■委員長報告
出席状況� � 上田　委員長
ニコニコボックス� 柳川　委員
親睦活動� � 木下（俊）委員長

■卓　話� 担　当：会員増強委員会　
� � 　稲田　一輝　委員長
� 演　題：「会員増強月間にちなんで」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君	大澤さんの入会をお祝いして
山路　恭三君	？回目の年男になりました。誕生祝いありがと

うございました。今後もよろしくお付合の程お
願いします。

永田　正巳君	新型コロナ、身近なものになってまいりまし
た。皆んなで対処してまいりましょう。

木下　卓也君	コロナ禍、これからお盆休み。家で過ごす時間
が多くなりますが、家でもソーシャルディスタ
ンス！余計なことは、見ない。聞かない。言わな
い。程よく距離を保つことで家族の幸せを守り
ましょう。

柳川　貴子君	お誕生祝をありがとうございました。今後とも
よろしくお願い致します。

中岡　昭彦君	妻の誕生日のお祝いありがとうございました。
南川　　勤君	妻の誕生祝いを頂きまして。
中野　勝方君	みなさん、お待たせしました。ネームホルダー

が完成しました。良いでしょ？
生川　宜幹君	稲田様、本日の卓話楽しみにしていますよ‼

がんばってください。期待していますね。
上田　　浩君	コロナひどくなってきました。お互いに気をつ

けましょう。

２０２０年８月２１日（金）　第２４７７回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
０名

会場出席者
出 席 率

５８名
１００％

■幹事報告
《配布資料》
◦本日の卓話資料
◦アンケートのお願い
　（公共イメージ・クラブ会報委員会より）
○秋の家族会のご案内を来週中に送付させていただきま
す。今回、会長方針のもと、コロナ対策を十分に考えなが
ら行わせていただきますのでよろしくお願いいたします。
○再度のご案内です。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。
○地区より「２０２０年 7 月福岡豪雨災害義援金ご協力のお願
い」が届いておりますので、義援金を集めさせていただ
きます。皆様のご協力をお願いいたします。
○来週の例会で前年度の会計報告をさせて頂きますので、
よろしくお願いいたします。
○次回例会は、８月２８日（金）　創立５０周年実行委員会担当
の卓話になります。講師に、子ども食堂５５　山田知美様
をお迎えします。お食事は、中華弁当です。

■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
公共イメージ・クラブ会報� 石橋　委員長

■卓　話� 担　当：石原　正敬　会員
� 演　題：「変人二十面相」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君	石原会員の卓話を楽しみにしています。
浅井　清司君	スピーチの名人石原会員の卓話、大いに期待し

ております！移動自粛要請を曲げて名古屋か
らこっそりまいりました。

伊藤　　隆君	お盆中は基本的に巣ごもりでしたが、１回だ
け桑名へ行ってきました。桑名の神社で妖刀
「村正」を見てきました。戦時中に没収されるの
を恐れて、刀身に漆を塗って地下に埋めてあっ
たのを、昨年掘り出して、研ぎ師が半年かけて
その漆を落としました。刀は見事に光り輝いて
ました。妖刀の妖は「わざわい」とか「ばけもの」
の意味もありますが、私にとっては「なまめか
しい」という言葉の妖刀でした。

野村愛一郎君	今日は石原さんの卓話を聞きにやってきまし
た。「オフレコ」や「ここだけの話」を期待してい
ます。

野﨑　裕史君	この度、８月 ８日に長男が入籍致しました。コ
ロナ禍で挙式は来年の ８月 ８日予定ですが、こ
れからも二人思いやりをもちながら頑張って
ほしいと思います。

中野　勝方君	石原さん卓話よろしくお願いします。
生川　宜幹君	妻の誕生日祝いいただきありがとうございま

した。石原様本日の卓話がんばって下さい‼
ファイト。

古市　剛久君	ひやむぎ・そうめんもうすぐ売り切れます。
伊藤　裕司君	残暑お見舞い申し上げます。石原さん卓話楽

しみにしています。



２０２０年８月２８日（金）　第２４７８回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
０名

会場出席者
出 席 率

５０名
１００％

■会長挨拶
○ゲストへの謝辞

■幹事報告
◦クラブ会報　 ８月号
◦会計報告（２０１９ ～ ２０２０年度）
◦例会プログラム（ ９－１１月）
◦�２０１９－２０２０日本文化愛好会活動報告・会計報告
　（同好会会員のみ）
○ ９月の例会予定が変更になっておりますので、例会プロ
グラムを配布させていただきました。ご確認ください。
○地区より「２０２０年 7月福岡豪雨災害義援金ご協力のお願
い」が届いておりますので、義援金を集めさせていただ
きます。皆様のご協力をお願いいたします。
○次週 ９月 ４日（金）午前１１時３０分より、金扇の間に於きま
して ９月度理事会を開催致します。理事の皆さま、よろ
しくお願い致します。
○次回 ９月 ４日（金）の例会は南川　勤会員の卓話になりま
す。お食事はステーキ丼です。

■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
親睦活動� � 木下（俊）委員長

■前年度決算報告　　増田英規前年度会計

■卓　話� 担　当：創立５０周年実行委員会
� 講　演：ＮＰＯ法人　三重はぐくみサポート
� � 　理事長　山田　知美様

演　題：�「地域で支える子ども食堂」

■点　鐘

■ゲスト：ＮＰＯ法人　三重はぐくみサポート
　　　　　理事長　山田　知美様
　　　　　副理事　福本　由紀様

■ニコニコＢＯＸ
齋藤　雅彦君	本日卓話山田様よろしくお願いします。
田中　大補君	大澤さんようこそ西ロータリーへ。４7年生ま

れと聞き、私と同い年の方が入会され嬉しいで
す。チューチュー会にも入会です。これでねず
み年１０人になりました。

小山　晃市君	愚息が半年遅れでこの ９月に京大大学院を卒
業することになりました。また、総務省総合職
に内定しました。来年 ３月末までプー太郎です
が、４月からキャリア官僚の端くれとしてしっ
かり奉職してもらいたいものです。

石原　正敬君	先週の卓話は時間が足らずにすみませんでし
た。今日の卓話を楽しみにしています。

藤村　　貴君	山田さんの卓話楽しみにしております。

新
入
会
員
紹
介

大澤　俊介  君

勤務先：医療法人�ＭＩＥ眼科

役　職：理事長

推薦人：大矢知　直登��会員

ゴルフ同好会報告
第５７９回　令和２年８月９日（日）

四日市カンツリー倶楽部
７：４９～　ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

ＯＵＴ ＩＮ GROSS
スコア HCP

NET
スコア

優勝 川島　勝士 ４３ ４２ ８５ １４ ７１
２位 田中　大補 ５２ ５２ １０４ ３０ ７４
３位 古市　剛久 ４４ ５１ ９５ ２０ ７５
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8月　各種会員出席報告

◦田中大補　青少年交換委員長

２３日（日）　�春期受入学生・２０２１年度夏期派遣学生オリエン
テーション及び帰国学生報告会

於：オンライン開催


