
11
２０２０年１１月

号　

2020-2021　RIテーマ

ロータリー財団月間

令和 2 年10月11日、やっぱり行きたい「志摩観光ホテル」豪華ラ
ンチの旅と銘打ち、秋の家族会が実施されました。前日までの台風
はどこ吹く風。台風一過の晴天は、四日市西ロータリー 50周年の最
初の事業を祝うかのように一点の曇りもなく、総勢90名の会員、ご家
族の皆様にご参加頂き、盛大に行われました。
新型コロナウイルスの影響で、初めての試みとして、目的地である

志摩観光ホテルに現地集合、現地解散とし、バス、電車、自家用車
と3つの交通機関に分けての開催。会員、ご家族の一人一人が感染
予防と3 密防止に配慮頂き、開催する事が出来ました。
志摩観光ホテルでは、参加者全員揃っての記念撮影から始まり、

豪華ランチを前に、大矢知会長のご挨拶、また、伊勢志摩サミット
でも活躍された樋口総料理長からも西ロータリーの為にご挨拶を頂き
大変嬉しく、水谷直前会長の乾杯のご発声より会は始まりました。
アミューズ、海の幸と野菜のムース、伊勢海老クリームスープは濃

１０月２３日（金）
職場例会

職業奉仕委員会　岡本　浩延  委員長
於：三重日野自動車（株）

１０月１１日（日）
秋の家族会～やっぱり行きたい「志摩観光ホテル」豪華ランチの旅～

親睦活動委員会　　　
木下　俊雄  委員長

厚で、海老の香りが鼻に抜けて香ばしく、メインの鮑はボリュームも
あり、焦がしバターのソース、ブールノワゼットソースが鮑の美味しさ
を引き立て、柔らかく、バターの風味を全身に感じて頂いた最高の一
品でした。オプションで志摩観光ホテルでも有名なシーフードカレー
を頂いて食事の締めとなりました。眼下に広がる英虞湾を一望に最
高の時間を過ごすことができました。
帰りも、バス、電車、自家用車に分かれ解散となりましたが、い

つもと違う家族会は少し寂しい気持ちと、ウイズコロナの時代の新し
い形として感染対策を第一に今後活動していかなければと思う機会と
なりました。
年末家族会、春の家族会もその時の状況に合わせ変化する可能性

もありますが、会員とご家族の皆様の笑顔に出会う為に尽力して参り
ます。今後とも親睦活動・家族委員会の活動にご理解ご協力をよろ
しくおお願いいたします。

今年度第 1回目の職場例会を10月23日に木下俊雄会員の会社であります三重日野自動車株式会社で開
催致しました。木下俊雄社長様はじめ上野哲司部長様、加藤正也部長様のご出席を頂き、また、60名を
超す会員の皆様のご参加を頂きまして盛大に開催する事が出来ました。
はじめに大矢知会長よりご挨拶があり、私の方から当日ご参加いただきました職員の方のご紹介と当日
のスケジュールをご説明申し上げました。今回は優良職員表彰を行い優良職員表彰で上野哲司様・永年
勤続表彰で加藤正也様を大矢知会長より表彰をお送り致しました。その後お 2人よりお言葉を頂きました。
つづきまして木下俊雄社長より三重日野自動車株式会社の歴史や三重県における日野自動車のシェア率
の変動など最新のトラック事情などをお話頂きました。例会終了後 2 班に分かれて三重日野自動車の最
新の整備場設備、メンテナンス設備などをご案内頂きました。今回の例会開催にあたり木下社長はじめ
職員の方々にも大変ご協力を頂き心より御礼申し上げましてご報告と致します。



10月度 理事会報告
■2020年10月 2 日（金）
11時30分～ 12時10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

－議　案－
第一号議案……2020年10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（10．11．12月）
第三号議案……秋の家族会について
第四号議案……職場例会について
第五号議案……年末家族会について
そ　の　他……① 公共イメージ向上マスクについて

② 令和 2年度イルミネーション事業協賛につ
いて（諏訪栄町地区街づくり協議会より）

③ 青少年育成のためのボーイスカウト運動へ
のご支援お礼と今後のお願いについて

④ （財）米山梅吉記念館100円募金・賛助会ご
協力のお願い

■報告事項……エスペランス訪問の件

■次回理事会……11月 6 日（金）午前11時30分～　
 都ホテル　金扇の間

例会日誌

２０２０年１０月２日（金）　第２４８３回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
５名

会場出席者
出 席 率

６４名
９３.２４％

■会長挨拶
○10/11（日）秋の家族会ご参加のお願い
○10月会員御誕生祝の贈呈
3日　大久保佑香君
7日　生川　昌毅君
7日　石橋　誠志君
15日　萩　文三男君　還暦祝

○10月ご夫人・ご主人御誕生祝の贈呈
19日　小畑　英慎君　夫人　さおり様

21日　大矢知直登君　夫人　美恵子様
22日　早川　昌彦君　夫人　治美様
22日　佐々木薫子君　主人　泰介様
30日　若林　弘樹君　夫人　久穂様

■幹事報告
《配布資料》
•ロータリーの友　10月号
•（財）ロータリー米山記念奨学会より
　　「米山奨学事業（2020－2021年度版）豆辞典」
•歴代会長会開催のお知らせ（歴代会長のみ）
•ホームページ会員情報掲載に関する確認
•2019－2020ダイビング同好会会計報告（同好会会員のみ）
•秋の家族会最終のご案内（秋の家族会ご参加者のみ）
• 創立50周年記念行事ダイビング同好会石垣島珊瑚植え付
けツアーのご案内
○10/23（金）職場例会ご出欠のお返事がまだの方は、幹事
までご連絡ください。
○歴代会長の方に、歴代会長会のご案内を配布させて頂きま
した。ご出欠のご返信を16日（金）までにお願い致します。
○福岡豪雨災害義援金ご協力のお礼とご報告が届きました
ので、ご連絡させていただきます。地区合計金額 2,094,008
円を国際ロータリー第2700地区に送金しました、とのこ
とです。ご協力ありがとうございました。

○次週10月 9 日（金）は、秋の家族会（10/11）に変更のため
休会です。お間違えの無いようお願い致します。

○再来週10月16日（金）の例会は、山本　博也会員担当の卓
話になります。

○クールビズの件

■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　委員長
公共イメージ・会報 石橋　委員長
ダイビング同好会 中岡　代表幹事

■卓　話 講　演：米山奨学会委員会　
  　中川　直樹委員長
 演　題： 「米山月間にちなんで」



■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君 …家内の誕生日祝いありがとうございます。10

月21日ですがその前の19日は結婚記念日で40
周年です。わが家のイベントウィークです。

伊藤　　隆君 …もう我慢できない・・・というので、半年ぶり
に京都へ行ってきました。お昼は先斗町で和
食をいただき、宮本武蔵と吉岡一門が決闘した
「一乗寺下り松」界隈を散策して、夜は祇園の
寿司屋で一杯・・・祇園も夕方 6時半ごろに
なると人出はぐっと少なくなります。10月か
らお座敷遊び・・・再開します。GO TO トラ
ベル キャンペーン・・・使えるのかなあ？？

萩　文三男君 …誕生祝いを頂きましてありがとうございます。
遠い先のことと思っておりました還暦の年と
なりました。また 0才から年を重ね直し少しで
も人のお役に立てる人間になれますよう精進
して参ります。

藤牧　正浩君 …大久保さん、生川さん、石橋さん、萩さん誕生日
おめでとうございます！

小畑　英慎君 …四日市でもクラスターが発生しました。何とぼ
くの病院の前の施設です。私にくれぐれも近よ
らないで下さい。

佐々木薫子君 …主人の誕生日祝いを頂きまして、有難う御座居
ます。

中野　勝方君 …明日は長男の結婚式です。 4月にハワイでの
挙式の予定でしたが、延期。そして明日への変
更。場所も川原町のアールベルアンジュにて挙
式。家から徒歩 1分。近くになりました。

青池　隆之君 …東海東京フィナンシャル・グループがこの
（2020年）10月 1日で誕生20周年を迎えること
になりました。これからもよろしくお願い申し
上げます。

２０２０年１０月９日（金）　第２４８４回例会
○2020年10月11日（日）秋の家族会に変更（全員登録）
総 会 員 数
メークアップ

７４名
０名

会場出席者
出 席 率

５４名
１００％

２０２０年１０月１６日（金）　第２４８５回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
１２名

会場出席者
出 席 率

５５名
９０.５４％

■会長報告
○ゲストへの謝辞
○10月11日（日）秋の家族会ご参加のお礼
＊ご欠席の方には、伊勢エビのスープをお土産としてお
渡しさせていただきます。ご賞味ください。

○次回10/23（金）職場例会（於：三重日野自動車（株））ご出
席のお願い

■幹事報告
《配布資料》
•クラブ会報　10月号
• 秋の家族会フォトコンテスト応募用紙（自家用車でご出
席の方）

•11月度ゴルフ例会のご案内（同好会会員のみ）
〇テーブルにダメ。ゼッタイ！薬物乱用防止啓発キャンペー
ン四日市大会のチラシを配布させていただきましたので
ご覧ください。

〇次回例会は、10月23日（金）12：30 ～三重日野自動車（株）
での職場例会になります。

■委員長報告
出席状況  竹内　委員
ニコニコボックス 大澤　委員
職業奉仕  岡本　委員長
親睦活動  木下　委員長
会員増強  樋尾　副委員長
公共イメージ・会報 石橋　委員長
ゴルフ同好会  小山　代表幹事

■卓　話 担　当：山本　博也会員
 演　題： 「三重県の経済、産業の特長と動向」

■点　鐘

■ゲスト： 株式会社三十三総研　コンサルティング部サブ
リーダー　（コンサルタント　中小企業診断士）　
伊藤　綾香様

■ニコニコＢＯＸ
山路　恭三君 …山本会員卓話期待しております。ごくろうさん

です。
永田　正巳君 …四日市の水の宣伝をさせていただきます。
竹尾　純一君 …ゴルフ同好会で久しぶりに優勝しましたので。

47.39の86でした。
多田　　望君 …秋の家族会ありがとうございました。親睦委員

会の木下委員長、佐々木副委員長そして委員
の皆様お世話になりました。又、大矢知会長セ
レクトのワインは、とってもおいしゅうござい
ました。感謝！

生川　昌毅君 …遅くなりましたが、誕生祝いをいただきありが
とうございました。

川島　勝士君 …山本さん卓話頑張って下さい！
森　　信治君 …山本会員の卓話を楽しみにしております。



木下　俊雄君 …先日は秋の家族会に多くの皆様にご参加頂き
誠にありがとうございました。

田中　大補君 …志摩かんの家族旅行とっても楽しかったです。
木下委員長、佐々木副委員長はじめ親睦委員
の皆さまありがとうございました。

佐野　明郎君 …経済産業省は、2017年度から全国で3,683社の
企業や団体を、「地域未来牽引企業」として選定
しています。この度、10月13日新たに全国1,060
の事業者を選定。弊社も地域未来牽引企業の
1社として選定していただきました。ありがと
うございました。今回三重県では16社で、日商
さんは2017年に選定されています。

山本　博也君 …入会 5年10ヶ月で 2回目の卓話です。よろし
くお願いします。

２０２０年１０月２３日（金）　第２４８６回例会
○職場例会　於：三重日野自動車（株）
総 会 員 数
メークアップ

７４名
８名

会場出席者
出 席 率

６１名
９３.２４％

■会長挨拶
○職場例会　於：三重日野自動車（株）
○ゲストへの謝辞
○10月22日ファイヤーサイドミーティングご参加のお礼

■幹事報告
《配布資料》
•本日の資料
〇次週10月30日（金）は特別休会です。お間違えの無いよう
にお願いいたします。

〇次回例会は、11月 6 日（金）ロータリー財団委員会　片山　
穰二委員長の卓話になります。
〇11月 6 日（金）午前11時30分より11月度理事会を金扇の間
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。
〇11月 6 日（金）例会終了後、歴代会長会を開催致しますの
で、歴代会長の方々は、ご予定をお願い致します。

〇11月 6 日（金）お食事はカレーライスです。

■『職場例会』
〇ゲスト紹介　　　岡本職業奉仕委員長
〇ゲストご挨拶　　 三重日野自動車株式会社　代表取締役社長
　　　　　　　　　木下　俊雄様よりご挨拶
〇大矢知会長より優良職員表彰
  営業部部長　　　上野　哲司様
  中古車部部長　　加藤　正也様

■卓　話 講　演：三重日野自動車株式会社　
  　代表取締役社長　木下　俊雄様
 演　題： 「三重県のトラック事情と新社屋の

ご紹介」

■点　鐘

■ゲスト：三重日野自動車（株）　
 　代表取締役社長　　木下　俊雄様
 　営業部部長　　　　上野　哲司様
 　中古車部部長　　　加藤　正也様

２０２０年１０月３０日（金）　

〇特別休会

ゴルフ同好会報告
第５８１回　令和２年１０月３日（土）

四日市カンツリー倶楽部
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NET
スコア

優勝 竹尾　純一 ４７ ３９ ８６ １９ ６７
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３位 市川　嘉市 ４９ ４３ ９２ １９ ７３
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