
９月１９日（土）社会奉仕活動
～エスペランス四日市　ベビーベッド贈呈式～

社会奉仕委員会　　　
中岡　昭彦  委員長

10
２０２０年１０月

号　

2020-2021　RIテーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間

本年度は例年通り「グリーンランドあさけ」でのバーベ
キューとラグビー体験を予定していましたが、コロナ禍と
いうことで、エスペランス四日市様とご相談した結果、ベ
ビーベッドの贈呈と施設内でバーベキューができるようお
肉の贈呈をさせていただきました。

「私の生い立ちと警備業界の動向について」
９月１８日（金）卓話 担当：竹内　俊介　新会員

「私の自己紹介及び会社紹介」
９月２５日（金）卓話 担当：藤村　貴　新会員

「食×テクノロジー　世界の新たな潮流」
９月４日（金）卓話 担当：南川　勤　会員

「ロータリーの活用法」
９月１１日（金）卓話 担当：伊藤　康彦　　　　

クラブ研修リーダー



９月度 理事会報告
■2020年 9 月 4 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……2020年 9 月以降の例会運営・出席扱いについ

て
第二号議案……例会プログラムについて
第三号議案……職場例会について
第四号議案……秋の家族会について
第五号議案……今年度後期からの家族会登録料について
第六号議案……例会場について
そ　の　他……① 令和 2年度四日市市社会福祉協議会会費の

お願いについて
② 「第 9回全国ファミリー音楽コンクールｉｎ
よっかいち」協賛について

■報告事項……①創立50周年記念事業について
②年末家族会について
③ クラブホームページのアンケート結果につ
いて

■次回理事会……10月 2 日（金）午前11時30分～　
 都ホテル　金扇の間

例会日誌

２０２０年９月４日（金）　第２４７９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

５７名
１００％

■会長挨拶
○理事会決定事項のご連絡
○ 9月会員御誕生祝の贈呈
4日　市川　嘉市君
13日　佐野　明郎君
14日　古市　剛久君
20日　坂野　信彦君
23日　野﨑　裕史君
24日　落合　　穣君

25日　山崎　　博君
26日　井村　　晃君
29日　水谷　愼志君
29日　山本　博也君
○ 9月ご夫人御誕生祝の贈呈
2日　宮下　直久君　　夫人　和江様
9日　野﨑　裕史君　　夫人　裕代様
10日　齋藤　雅彦君　　夫人　京子様
16日　伊藤　　隆君　　夫人　弘子様
18日　藤牧　正浩君　　夫人　千尋様
19日　小川　和彦君　　夫人　史恵様
21日　小山　晃市君　　夫人　美晴様
27日　石川　義典君　　夫人　響子様

■幹事報告
《配布資料》
•ロータリーの友　 9月号
• 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）
〇秋の家族会（10/11）ご出欠お返事の締切が、来週 9月10
日（木）までとなっていますのでよろしくお願い致しま
す。また、お返事をいただいた方の中で 1名無記名の方
がおみえです。お心当たりの方は、幹事までご連絡くだ
さい。
〇次回例会は、9月11日（金）伊藤　康彦クラブ研修リー
ダーの卓話になります。お食事は、和食松花堂弁当です。

■委員長報告
出席状況  小林　副委員長
ニコニコボックス 柳川　委員
親睦活動  木下　委員長
公共イメージ・クラブ会報 石原　副委員長

■卓　話 担　当：南川　勤会員
 演　題： 「食×テクノロジー　世界の新たな

潮流」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
齋藤　雅彦君 …家内の誕生日祝いありがとうございます。いつ

も大変よろこんでもらってます。
坂野　信彦君 …誕生日祝をいただき有難うございます。 9月

20日で82才になります。西RCに入会したのが
41才で、それから41年間ひたすら西RCを続け
ています。これからもどうぞよろしくお願い致
します。

市川　嘉市君 …誕生日祝い、有難うございました。今日、9月



4日をもって後期高齢者になりました。これか
らの人生をより永く、楽しめることを最優先に
過ごしたいと思います。

藤牧　正浩君 …皆さん、お誕生日おめでとうございます。
野﨑　裕史君 …私と妻の誕生日祝い頂きましてありがとうご

ざいました。今年も一年よろしくお願い致しま
す。

佐野　明郎君 …今日は誕生日プレゼントを頂きに来ました。
13日で68才になります。家内には、アイアン
セットを認めてもらいプレゼントに変えまし
た。皆さんありがとうございました。

中野　勝方君 … 9月お誕生日のみなさん、おめでとうございま
す。

山本　博也君 …お誕生日のお祝いありがとうございます。
古市　剛久君 …お誕生祝いありがとうございます。
落合　　穣君 …誕生日のお祝いをいただきましてありがとう

ございます。

２０２０年９月１１日（金）　第２４８０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

６１名
１００％

■幹事報告
○秋の家族会のお返事がまだの方は、至急ご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
○次回例会は、9月18日（金）竹内　俊介新会員の卓話にな
ります。お食事は、中華弁当です。

■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

■卓　話 担　当：伊藤　康彦　クラブ研修リーダー
 演　題：「ロータリーの活用法」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
浅井　清司君…伊藤康彦ガバナー補佐エレクト、研修リーダー

のご講話を楽しみにいたしております。ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。

水谷　愼志君…誕生日祝いを頂きまして‼先週名前が呼ば
れるまで自分の誕生日を忘れてまして、ニコ
ボックス失念しました。スイマセン。

中野　勝方君…伊藤康彦様、卓話楽しみです。
宮下　直久君…妻の誕生日プレゼントを頂きました。ありが

とうございます。

２０２０年９月１８日（金）　第２４８１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

５３名
１００％

■幹事報告
《配布資料》
•職場例会のご案内
○次回例会は、9月25日（金）藤村　貴新会員の卓話になり
ます。お食事は、洋食コースです。

■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
職業奉仕  岡本　委員長

■卓　話 担　当：竹内　俊介　新会員
 演　題： 「私の生い立ちと警備業界の動向に

ついて」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君 …井垣さんお誕生日おめでとう。これからもお世

話になりますが、よろしくお願いします。拍手。
永田　正巳君 …田村厚生労働大臣の就任、心よりお祝い申し上

げます。
浅井　清司君 …親子 2代にわたってご縁のございます竹内さ

んの卓話を楽しみにいたしております。お父様
とは明日ご一緒します。

森　　信治君 …本日は、竹内会員の卓話を楽しみにしております。
水谷　将紀君 …竹内さん、ご出産おめでとうございます。卓話

も楽しみにしております。
佐々木薫子君 …井垣さん！お誕生日おめでとう御座居ます。こ

れからもたくさんお世話になります。
稲田　一輝君 …竹内君出産おめでとう‼卓話楽しみにしてい

ます。
若林　弘樹君 …竹内君、卓話を楽しみにしています。
中野　勝方君 …竹内さん、卓話楽しみです。
伊藤　裕司君 …事務局の井垣さん、お誕生日おめでとうござい

ます。実はうちの長男も同じ誕生日です。すば
らしい年となりますように‼拍手。

２０２０年９月２５日（金）　第２４８２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

５９名
１００％

■会長挨拶
○ロータリー財団より表彰品が届きましたので表彰させて



頂きます。
＊マルチプル・ポール・ハリス・フェローの表彰　→　ピ
ンの贈呈

　伊藤　康彦君　　④

■幹事報告
《配布資料》
•クラブ会報　 9月号
•第89回ファイヤーサイドミーティングのご案内
•本日の卓話資料
〇地区より「不審メールについての注意喚起のお願い」が
届いておりますので、各テーブルに配布させていただき
ました。ご注意をお願いいたします。

〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため、9月度まで全
員登録としていましたが、10月より通常の出席規定に戻
しますので、ご欠席の方はメーキャップが必要となりま
す。よろしくお願いいたします。

〇次回例会は、10月 2日（金）米山奨学会委員会　中川　直
樹委員長の卓話になります。お食事はハヤシライスです。

〇10月 2日（金）午前11時30分より10月度理事会を都ホテル
3Ｆ金扇の間に於きまして開催致しますので理事の皆様
はお集まり下さい。

■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
創立50周年実行委員会 岩田　委員長
会員増強  稲田　委員長
社会奉仕  中岡　委員長

■卓　話 担　当：藤村　貴　新会員
 演　題： 「私の自己紹介及び会社紹介」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
山路　恭三君 … 9 /21日、四日市カントリー昭和会でホールイ

ンワンを致しました。こまったなあ？
坂野　信彦君 …山路恭三様、四日市カンツリーの月例でのホー

ルインワンお目出とうございます。
竹尾　純一君 …山路さん！ホールインワンおめでとうござい

ます。
浅井　清司君 …藤村さんの卓話を楽しみにしております。
多田　　望君 …山路恭三さんおめでとうございます。一説に

は、その確率は 3万 3千分の 1というホールイ
ンワンの達成誠におめでとうございます。次
は、アルバトロスの達成を期待しております。

早川　昌彦君 …初孫が生まれました。男の子です。やっぱりか
わいいです。

木下　俊雄君 …藤村くんの卓話楽しみにしています。緊張せず
に頑張って！

若林　弘樹君 …藤村君、卓話、非常に楽しみにしています。よ
ろしくお願いします。

中野　勝方君 …藤村さん卓話ガンバレ。山路恭三さんホールイ
ンワンおめでとうございます。

鈴木　克昌君 …山路さん 3度目のホールインワン、おめでとう
ございます。藤村さん、卓話楽しみです。頑張っ
てください。

古市　剛久君 …藤村さん卓話楽しみにしています。
上田　　浩君 …藤村さん卓話楽しみにしています。
伊藤　裕司君 …山路さんホールインワンおめでとうございま

す。本日、山崎さん、明日、井村さんハッピバー
スデー‼藤村くん卓話楽しみにしています。

小林　賢行君 …長男（29才）が入籍しました。結婚式は行わず、
“できるようになったらするかも？”とのことで
した。

石原　正敬君 …前回の竹内さん、今回の藤村さん、新入会員卓
話おめでとうございます。日曜日の朝 8時は東
海ラジオ、28日（月）の夕方は三重テレビ、よろ
しくお願いします。

藤村　　貴君 …皆様、本日は卓話という貴重な機会をいただき
まして、ありがとうございます。拙いお話にな
るかとは思いますが、何卒よろしく御願い致し
ます。

竹内　俊介君 …藤村さん、卓話楽しみにしています。頑張って
下さい！

ゴルフ同好会報告
第５８０回　令和２年９月１２日（土）

四日市カンツリー倶楽部
８：００～　ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

ＯＵＴ ＩＮ GROSS
スコア HCP

NET
スコア

優勝 加藤　真弓 ４５ ５０ ９５ ２５ ７０
２位 坂野　信彦 ４６ ４８ ９４ ２３ ７１
３位 小山　晃市 ４９ ５１ １００ ２９ ７１
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9月　各種会員出席報告
•伊達敏和　地区ロータリー財団部門補助金小委員会
　　　　　　職業研修チーム副委員長

12日（土）　地区ロータリー財団委員会
ＺＯＯＭ開催


