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疾病予防と治療月間

１１月２７日（金）
ロータリー情報ミーティング

ロータリー情報委員会　服部　浩明  委員長
於：プラトンホテル

１１月２０日（金）
エクセレント例会「伊勢商人 竹川竹斎と勝海舟」

担当：大矢知　直登　会長
講演：一般社団法人　松阪市観光協会

専務理事　竹川　裕久様

「ロータリー財団について」
１１月１３日㈮　卓話

「私と萬古焼」
担当：佐治　卓弥　会員１１月６日㈮　卓話 担当：ロータリー財団委員会

　　　片山　穰二　委員長



11月度 理事会報告
■2020年11月 6 日（金）
11時30分～ 12時25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
萩文三男 早川昌彦

－議　案－
第一号議案……10月度出席状況について
第二号議案……例会プログラムについて
第三号議案……11月27日（金）Ｒ情報ミーティングについて
第四号議案……12月18日（金）年末家族会について
第五号議案…… 1月 8日（金）新年例会開催について
第六号議案……2020年新店扶輪社共同短期青少年交換事業に

ついて
第七号議案……地区補助金募集案内について
第八号議案……創立50周年記念式典・祝賀会について
そ　の　他……①職場例会（ 2 /26）会場について

②春の家族会日程について

■報告事項……①次期ガバナー補佐の選任手続きについて
②他クラブビジター受付状況について
③四日市南ＲＣ創立30周年記念誌について
④ 「第 9回全国ファミリー音楽コンクールIN
よっかいち」協賛お礼

■次回理事会……12月 4 日（金）午前11時30分～　
 都ホテル　金扇の間

例会日誌

２０２０年１１月６日（金）　第２４８７回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
１３名

会場出席者
出 席 率

５８名
９５.９５％

■会長挨拶
○10月23日（金）職場例会ご参加のお礼
○理事会報告
○11月会員御誕生祝の贈呈
2日　小川和彦君
6日　樋尾庄悟君

8日　山本伊仁君
8日　大澤俊介君
29日　石原正敬君
29日　佐治卓弥君
30日　生川宜幹君
○11月ご夫人御誕生祝の贈呈
4日　伊達敏和君　夫人　潮美様
5日　木下俊雄君　夫人　文子様
18日　市川嘉市君　夫人　美奈子様
21日　佐治卓弥君　夫人　紀久子様
28日　市川　誉君　夫人　洋子様

■幹事報告
《配布資料》
•ロータリーの友11月号
•ロータリー情報ミーティング開催について
•増強缶バッジ
○「第 9回全国ファミリー音楽コンクールｉｎよっかいち」に
ついてのお礼の文書が届いておりますので各テーブルに
配布させて頂きました。
○来週中に12月18日に開催される年末家族会のご案内を送
付させて頂きますので、11月末日までにご返信をお願い
致します。
○春の家族会が、4月25日に決定しましたのでご連絡させ
ていただきます。
○本日例会終了後、歴代会長会を 3Ｆ金扇の間に於きまし
て開催致します。歴代会長の方々、ご出席をお願い致し
ます。
○次週例会は、佐治卓弥新会員の卓話になります。お食事
は、和食松花堂弁当です。

■委員長報告
出席状況  上田　委員長
ニコニコボックス 鈴木　委員長

■卓　話 担　当：ロータリー財団委員会　
 　　　　片山穰二委員長
 演　題： 「ロータリー財団について」



■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
浅井　清司君 …片山会員のお話を楽しみにいたしておりま

す！勉強させていただきます！
市川　嘉市君 …家内の誕生日祝いを頂いてありがとう御座い

ます。
早川　昌彦君 …妻の誕生祝いをいただいて。
田中　大補君 …片山穰二さん卓話楽しみにしています！
片山　穰二君 …本日久し振りに卓話を担当させて頂きます。お

聞き苦しい点あるかもしれませんが、ご容赦下
さい・・・・・

小山　晃市君 …パパになった片山会員の卓話楽しみにしてま
す。

中野　勝方君 …11月生まれのみなさん、お誕生日おめでとうご
ざいます。ジョージ君、卓話楽しみです。

伊達　敏和君 …潮美の誕生祝を頂きありがとうございました。
今年は家族全員で安乗へ行ってフグでお祝い
を致しました。

樋尾　庄悟君 …本日は誕生祝をいただき、ありがとうございま
した。

古市　剛久君 …木下俊雄さん、会社を拝見させていただいて勉
強になりました。

石原　正敬君 …お誕生日プレゼントを戴きありがとうござい
ます。49才、精進致します。

佐治　卓弥君 …木下さん職場例会お疲れ様でした。本当にあ
りがとうございます。立派な新社屋を見学させ
て頂きありがとうございます。今後とも貴社の
発展をお祈り申し上げます。

大澤　俊介君 …お誕生日プレゼントありがとうございます。こ
れからもご指導よろしくお願いします。

２０２０年１１月１３日（金）　第２４８８回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
１０名

会場出席者
出 席 率

５８名
９１.８９％

■幹事報告
〇次回例会は、11月20日（金）ゲストに竹川　裕久氏をお迎
えするエクセレント例会となります。お食事は、中華料
理です。

■委員長報告
出席状況  小林　副委員長
ニコニコボックス 井村　副委員長
親睦活動  木下　委員長

■卓　話 担　当：佐治　卓弥新会員
 演　題： 「私と萬古焼」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
永田　正巳君 …佐治さんの卓話楽しみです。
浅井　清司君 …久し振りに椿神社さんにお参りさせて頂きま

した。山本宮司さんも相変わらずお元気でパ
ワーをいただいてきました。来年は今年以上に
大変な年になるとのご託宣でした。

伊藤　　隆君 …スキューバ・ダイビング同好会の皆さんに遅れ
ること1週間、私は明日から石垣島です。台湾
と石垣の有志が集まり、石垣島に台湾の媽祖廟
（まそびょう：観音堂のようなもの）を造ります。
明日、台湾から御一行が来て、発足会を開きま
す。私も監事の1人ですので、行ってきます。

野村愛一郎君 …佐治さんの卓話楽しみにしています。頑張って
ください。

南川　　勤君 …佐治さんのお話楽しみにしています。
生川　宜幹君 …誕生日、お祝いをいただきありがとうございま

した。11月30日に64才になります。
伊藤　裕司君 …来週火曜日に東海テレビの情報番組で芸能人

が収録にご来店されます。放映は12月21日土曜
日の夕方 6時半からです。よろしければご覧く
ださい。

石原　正敬君 …齋藤幹事、「アベノマスク」の有効活用にご協
力戴きありがとうございました。絶賛回収中で
す！今日は三重テレビです。

２０２０年１１月２０日（金）　第２４８９回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
１０名

会場出席者
出 席 率

５８名
９１.８９％

■会長挨拶
○ゲストへの謝辞
○四日市グループ会長幹事会報告（11/17）
○11月27日（金）ロータリー情報ミーティングご出席のお願い

■幹事報告
《配布資料》
•クラブ会報11月号
•本日の卓話資料
〇例会出席の服装について（理事会における決議事項）
〇12/18（金）に予定していました年末家族会は中止とさせ
て頂きます。来年 1 / 8（金）の新年例会も中止とさせて
頂きます。

〇次回例会は、11月27日（金）服部ロータリー情報委員長担
当のロータリー情報ミーティングです。会場はプラトン
ホテル 5Ｆヴェネチアホールで、18：30より開催します。



■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
公共イメージ・クラブ会報 石橋　委員長

■卓　話 担　当：大矢知　直登会長
 講　演：一般社団法人　松阪市観光協会　
 　　　　専務理事　竹川　裕久様
 演　題： 「伊勢商人 竹川竹斎と勝海舟」

■点　鐘

■ゲスト：一般社団法人　松阪市観光協会　専務理事
 　竹川　裕久様

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君 …竹川さんの卓話を楽しみにしています。
齋藤　雅彦君 …本日、竹川先生の貴重な卓話、楽しみにしてお

りました。どうぞよろしくお願い致します。
山路　恭三君 …先日は私のホールインワンコンペに多数の会

員に出席していただきましてありがとうござ
いました。

浅井　清司君 …竹川さんの卓話を拝聴いたしますのを楽しみ
にいたしております。竹川さんのご先祖様には
足元にも及びませんが、浅井（アザイ）繋がりで
はるかに遠い親戚かもわかりません（笑）

木下　卓也君 …急速にコロナ禍の広がることがとても心配です
が、こうして皆様の元気なお顔を拝見できます
ことは嬉しく感謝いたします。84歳のご高齢に
あって、日々、元気に飛び回られる山路恭三さん
のお姿を見ると、この辺にコロナ菌はないなと
安心されるかもしれませんが、恭三さんは元気
なお年寄りですが、カナリヤではありません。皆
さん万全の感染症対策を心がけましょう。

西村　信博君 …この前のお礼と言って佐々木さんに物をいた
だきました。何かこわいです。開けると爆発す
るかもしれません。

樋尾　庄悟君 …11月15日に二男が産まれました。3,566gの元
気な子です。とてもうれしく身の引き締まる思
いです。

石原　正敬君 …新型コロナの感染が、目に見えない所まで拡が
りつつあり、大人数の会食忘年会がキャンセル

になりました。自己防衛を含めて、気を付けて
参ります。皆様もご留意下さい。

２０２０年１１月２７日（金）　第２４９０回例会
○ロータリー情報ミーティング（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

４８名
１００％

■幹事報告
《配布資料》
•本日の卓話資料
　「日本のＥ－Ｃｌｕｂのリストとメーキャップについて」
〇次回例会は、12月 4日（金）多田　望会員の卓話になります
〇12月度理事会を12月 4 日（金）11時30分より金扇の間にお
いて開催致します。

■ロータリー情報ミーティング
『ロータリー情報委員会　服部　浩明委員長』
○乾杯　　山路会員
○中締め　木下 会長エレクトよりお願いします。

ゴルフ同好会報告
令和２年１１月１４日（土）

第５８２回ゴルフ例会（アンダーハンディー）
山路恭三会員ホールインワン記念コンペ（ダブルペリア）

四日市カンツリー倶楽部
７：４９～　ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

第５８２回例会

ＯＵＴ ＩＮ GROSS
スコア HCP

NET
スコア

優勝 南川　　勤 ４９ ４９ ９８ ３０ ６８

２位 川島　勝士 ４２ ３９ ８１ １０ ７１

３位 水谷　将紀 ５１ ５４ １０５ ３０ ７５

山路恭三会員ホールインワン記念コンペ

ＯＵＴ ＩＮ GROSS
スコア HCP

NET
スコア

優勝 川島　勝士 ４２ ３９ ８１１０.８７０.２

２位 佐野　貴信 ４９ ５２ １０１２７.６７３.４

３位 石川　義典 ４４ ４４ ８８１４.４７３.６

11月　各種会員出席報告
•大矢知会長　•齋藤幹事

17日（火）　四日市グループ会長幹事会
18：30 ～　於：四日市シティホテル

発行：四日市西ロータリークラブ  四日市市安島1－3－38 都ホテル四日市2F  TEL059－353－0349  FAX059－352－7873
　　　事務局  E－mail  ywrc@pure.ocn.ne.jp　5RCホームページURL  http://www.39mag.net/y5rc
　　　会長　大矢知  直登　　幹事　齋藤  雅彦　　公共イメージ・クラブ会報委員長　石橋  誠志 　印刷：水九印刷株式会社


