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２０２０年１２月２１日（月）
創立50周年記念事業「四日市市立病院への人工呼吸器 贈呈式」 於：四日市市役所

２０２１年１月１５日（金）　
四日市グループ 佐野ガバナー補佐　ご挨拶

西ロータリークラブのみな様あけ
ましておめでとうございます。
2021年の幕開けでございますが、

目に見えない難敵新型コロナウイル
ス、又変異ウイルスが増々強大化し
てまいりました今日この頃、いかが
お過ごしでございましょうか？
今日の前期の反省と後期の計画発

表でございますが各委員長様の力強
い発言、残り半年頑張っていただき
とうございます。

1都 3県に緊急事態宣言が発令され、又、2日前には大阪など関
西地区、そして身近である愛知・岐阜 2県そして福岡県・栃木県に
発令され全国に急拡大しようとしている今日この頃でございます。
このような状況化になってまいりますと社会情勢、経済情勢も又、
一段と厳しさを増してまいります。ロータリアンの中にもロータリー
どころではないという会員の方もいらっしゃるやもしれません。
ロータリーは「奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ」を
尊び学ばんとするいろいろ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事
ができ、人生を豊かにすることができるのであります。
だからこそ会員ロータリアンの維持に全力を挙げていただきたい

と思うのであります。
四日市グループ目標の一つは会員維持・会員増強であります。私が
見る限り当クラブ様が一番盤石なクラブではないかと思っております。

なぜならば、去年 7月より6名増員されてらっしゃいますし、退会
者無しであるからであります。
これもひとえに大矢知会長・斎藤幹事・稲田増強委員長、そして
四日市西ロータリークラブ全会員の皆様の努力の結果であると信じ
ております。
本当にありがとうございます。
ここに去年の11月末のデータがありますのでご連絡しておきます。
西ロータリークラブ様は計74名で、内女性会員が 4名であります。
四日市ロータリー 93名で、内女性会員が 2名であり
　　北ロータリー 24名で、内女性会員が 5名
　　南ロータリー 39名で、内女性会員が 4名
　　東ロータリー 36名で、内女性会員が 0名
四日市グループ合計が266名、女性15名であります。
念のため、三重県の5グループも紹介しておきます。
　　　　　　桑員グループ　　134名　内女性会員 9名
　　　　鈴鹿亀山グループ　　199名　内女性会員20名
　　　中勢・伊賀グループ　　318名　内女性会員13名
　　松阪・東紀州グループ　　217名　内女性会員20名
伊勢・鳥羽・志摩グループ　　246名　内女性会員23名

　三重県 6グループ合計1380名、女性100名でございます。
現在のリーダーである会員の維持、そして会員増強をよろしくお

願いいたします。
最後になりますが、大変厳しい経済状況化でありますが、ロータ

リアンが「笑頻になり」、「例会が楽しみとなる」クラブ作りを、み
なさまと共に歩んでいきたいと思っております。
ご清聴ありがとうございました。



12月度 理事会報告
■2020年12月 4 日（金）
11時30分～ 12時00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……11月度出席状況・出席規定・ZOOM参加につ

いて
第二号議案……例会プログラムについて
第三号議案……年末家族会・新年例会中止に伴う代替企画案

について
第四号議案……秋の家族会決算報告について
第五号議案……内規改正について（例会時の服装に関してなど）
第六号議案……職場例会について
第七号議案……2021－2022年度　会長エレクト候補者承認の件
第八号議案……2021－2022年度　クラブ理事・役員（案）につ

いて
第九号議案……出席免除について（中川直樹会員）
第十号議案……2020年 新店扶輪社共同短期青少年交換事業

について
第十一号議案…創立50周年記念式典・祝賀会について
そ　の　他……① 2023－2024年度ガバナー（ガバナーノミ

ニー・デジグネート）候補の推薦について
②会報発行について（ 1月、2月号）

■報告事項……日赤三重県支部点訳奉仕団への資材贈呈につ
いてのご報告

■次回理事会…… 1月8日（金）17時30分～　プラトンホテル四日市

例会日誌
２０２０年１２月４日（金）　第２４９１回例会（自由出席）
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
○ロータリー情報ミーティング（11/27）ご参加の御礼
〇理事会報告事項
○12月会員御誕生祝の
贈呈
1日　永田　正巳君
2日　宮下　直久君
6日　増田　英規君
24日　田中　大補君
28日　中野　勝方君　還暦祝い
29日　岩田　雅之君

○12月ご夫人御誕生祝の贈呈
1日　藤村　　貴君　夫人　陽子様
2日　石橋　誠志君　夫人　りか様　
4日　水谷　将紀君　夫人　克美様
11日　青池　隆之君　夫人　しほみ様
23日　鈴木　克昌君　夫人　里英様
25日　萩　文三男君　夫人　貴子様

28日　岡本　浩延君　夫人　昌子様

■幹事報告
《配布資料》
•ロータリーの友　12月号
〇次週　12月11日（金）例会は、年次総会となります。
　お食事は、和食松花堂弁当です。そして、本年最終例会
となります。

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

■卓　話 担　当：多田　望　会員
 演　題： 「健康（的な）生活のススメ　～最後

まで自力で人生をあゆむ為に～」

■ニコニコＢＯＸ
萩　文三男君…家内の誕生祝を頂きありがとうございます。
藤牧　正浩君…永田さん、宮下さん、増田さん、田中さん、中野

さん、岩田さんお誕生日おめでとうございます。
岩田　雅之君…多田先生、健康な生活のススメ卓話楽しみに

してます。
水谷　将紀君…妻の誕生日祝いを頂き、ありがとうございます。
田中　大補君…誕生祝いを頂きありがとうございました（48

才）。引きつづきよろしくお願いします。
中野　勝方君…お誕生日祝、還暦祝ありがとうございます。

多田さん卓話楽しみです。
上田　　浩君…コロナウイルス蔓延してきました。皆様気を

つけていきましょう。
坂田　裕昭君…多田さん、卓話楽しみにしています。
青池　隆之君…嫁の誕生日祝いありがとうございます。コロ

ナに負けずがんばっていきましょう！
宮下　直久君…誕生日のお祝いを頂きました。ありがとうご

ざいます。

２０２０年１２月１１日（金）　第２４９２回例会（自由出席）
総 会 員 数
メークアップ

７４名
０名

会場出席者
出 席 率

４７名
１００％

■会長挨拶
○2020年最終例会
○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。
＊ ポール・ハリス・フェ
ローの表彰　→　表
彰状・ピンの贈呈
　野﨑　裕史君
　佐々木薫子君
　水谷　将紀君
＊ マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー（ 1）　→　ピンの贈呈
　萩　文三男君



＊ マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー（ 3）　→　ピンの贈呈

　山路　恭三君

＊ マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー（ 6）　→　ピンの贈呈

　片山　穰二君

■年次総会　進行　齋藤幹事
1、次年度（2021－2022年度）会
長エレクト藤牧　正浩会員の承
認を頂く。
（大矢知会長より上程）
藤牧　正浩会長ノミニー挨拶

2、次年度理事役員承認を頂く。
（木下会長エレクトより上程）

■幹事報告
《配布資料》
•クラブ会報　12月号
• 2021－2022年度クラブ理事・役員名簿（案）→年次総会
の資料になります。

○次週18日に開催予定でした年末家族会が中止になりまし
たので、18日（金）は臨時休会となります。よって本日が
2020年最後の例会となります。2021年 1月 8日に予定し
ていた新年例会も中止とさせていただきましたので、次回
例会は、2021年 1月15日（金）「クラブ協議会」となります。

■委員長報告
出席状況  上田　委員長
ニコニコボックス 鈴木　委員長
日本文化愛好会 浅井　代表幹事

■ミニ卓話 担　当： 大矢知　直登
会長

■ニコニコＢＯＸ
浅井　清司君…本年もお世話になりました。来年もよろしく

お願い申し上げます。新年はサプライズの年
賀状をお送りいたしますのでご期待下さい。

多田　　望君…今年度も今日で前半が終わります。コロナで大
変な中、舵取りをしていただいた大矢知会長・
齋藤幹事・理事の皆様、そして例会運営の責
任者である木下親睦委員長、ありがとうござい
ました。後半も宜しくお願いいたします。

田中　大補君…高 3の愚息が推薦ですがなんとか南山大学に
合格できました。4月に交換留学が中止になっ
た際はげましの言葉を頂いた水谷前会長、服部
前幹事、その節はありがとうございました。元
気にやっておりますのでご報告させて頂きます。

２０２０年１２月１８日（金）　
○臨時休会　年末家族会
＊コロナ禍のため、１１月２０日に中止を決定しました。

２０２０年１２月２５日（金）　
〇特別休会

１月度 理事会報告
■2021年 1 月 8 日（金）
17時30分～ 18時00分　於：プラトンホテル四日市

■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 生川　昌毅
早川　昌彦

－議　案－
第一号議案……12月度出席状況・1月度自由出席について
第二号議案……例会プログラムについて（ 1 ～ 6月）
第三号議案……2020－2021年度下半期会費について
第四号議案……職場例会について
第五号議案……新店扶輪社親善訪問について
第六号議案……2021－2022年度クラブ研修リーダーについて
そ　の　他……2021年度年末家族会の日程について

■報告事項……エスペランス四日市寄贈品（一日里親活動代
替企画）について

■次回理事会…… 2月 5日（金）午前11時30分～　
都ホテル　金扇の間

例会日誌
２０２１年１月１日（金）　
〇法定休日

２０２１年１月８日（金）　
○臨時休会　新年例会
＊コロナ禍のため、１１月２０日に中止を決定しました。

２０２１年１月１５日（金）　第２４９３回例会（自由出席）
総 会 員 数
メークアップ

７４名
０名

会場出席者
出 席 率

４６名
１００％

■ビジター　橋本　　浩君（四日市北）

■創立50周年記念事業　寄付の贈呈
ＮＰＯ法人　三重はぐくみサポー
トへ

■会長挨拶
○ビジター・ゲストへの謝辞
○ 1月会員御誕生祝の贈呈
3日　川島　勝士君
13日　服部　浩明君　還暦祝い
13日　青池　隆之君
23日　伊達　敏和君

○ 1月ご夫人・ご主人御誕生祝の贈呈
1日　落合　　穣君　夫人　真理子様
1日　樋尾　庄悟君　夫人　亜矢様
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3日　野村愛一郎君　夫人　浩子様）
8日　西尾　慎一君　夫人　恭子様
10日　生川　昌毅君　夫人　かほり様
16日　川島　勝士君　夫人　優子様
28日　大久保佑香君　主人　孝明様
29日　西村　信博君　夫人　桂様
31日　森　　信治君　夫人　伊久子様

■幹事報告
《配布資料》
•ロータリーの友　 1月号
〇2020－2021年度下期会費納入のお願いをお送りさせて頂
きました。今期は新年例会が中止となったため、新年例
会費は頂きません。また、春の家族会登録料も、参加さ
れる方からのみの徴収とさせていただきます。納入期限
は 2月 4日でございますので宜しくお願い致します。
〇エスペランス四日市より寄贈品のお礼と子供達からのお
手紙が届いておりますので回覧させて頂きます。
〇先日の理事会において、次週より 3回の臨時休会が決定
しておりますので、次回例会は、2月12日（金）の予定で
す。また変更等がありましたら、速やかにご連絡させて
いただきます。

■委員長報告
ニコニコボックス 小畑　委員
創立50周年実行委員会 岩田　委員長
職業奉仕  岡本　委員長

■「クラブ協議会」　　司会：齋藤　幹事
＊前半期の反省と後半期の計画検討
1．大矢知会長
2．クラブ奉仕　　佐野（貴）委員長
3．職業奉仕　　　岡本　委員長
4．社会奉仕　　　中岡　委員長
5．国際奉仕　　　萩　　委員長
6．青少年奉仕　　早川　委員長

■ 四日市グループ
　佐野ガバナー補佐　ご挨拶

■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
　　　　　四日市グループガバナー補佐　佐野　幸男様

■ニコニコＢＯＸ
渡邉　正夫君 …佐野ガバナー補佐殿の訪問ありがとうござい

ます。
市川　嘉市君 …佐野ガバナー補佐殿の訪問有難う御座いま

す。今日の例会、卓話よろしくお願いします。
多田　　望君 …佐野ガバナー補佐を迎えて。本日は宜しくお

願い申し上げます。
生川　昌毅君 …妻の誕生日に際し、お花をいただきありがと

うございます。

川島　勝士君 …誕生日祝有難うございました。
森　　信治君 …皆様、今年もよろしくお願いいたします。妻の

誕生日祝いを頂きましてありがとうございます。
木下　俊雄君 …今年もよろしくお願いします。緊急事態宣言

発出でまだまだ落ちつかない毎日ですが、前
向きにいきたいものです。

野﨑　裕史君 …今年もよろしくお願い致します。
中野　勝方君 …みなさんおめでとうございます。健康だけは

充分に気をつけましょう。
伊達　敏和君 …誕生日のお祝いを頂き有難うございます。
上田　　浩君 …コロナ身近にせまってきました。お互いに気

をつけましょう。
落合　　穣君 …家内の誕生日祝いをいただきありがとうござ

います。本年もよろしくお願い致します。
小林　賢行君 …南川さん、社屋の塗装をさせて頂きありがと

うございました。
青池　隆之君 …誕生日祝いありがとうございます。今年はコ

ロナに負けずがんばっていきます。

２０２１年１月２２日（金）　
○新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

２０２１年１月２９日（金）　
○新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

ゴルフ同好会報告
第５８３回　令和２年１２月１２日（土）

四日市カンツリー倶楽部　７：３５～　ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

ＯＵＴ ＩＮ TOTAL
スコア HCP

NET
スコア

優勝 齋藤　雅彦 ４９ ５２ １０１ ３０ ７１
２位 石橋　誠志 ５１ ４２ ９３ ２０ ７３
３位 佐野　明郎 ４２ ４８ ９０ １６ ７４

第５８４回　令和３年１月１７日（日）
四日市カンツリー倶楽部　８：００～　ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

ＯＵＴ ＩＮ TOTAL
スコア HCP

NET
スコア

優勝 木下　俊雄 ４２ ４９ ９１ ２０ ７１
２位 野﨑　裕史 ４６ ４７ ９３ ２０ ７３
３位 山路　恭三 ５３ ５０ １０３ ２９ ７４

１月　各種会員出席報告
•大矢知会長　•齋藤幹事
14日（木）　 ガバナー公式訪問
　　　　　四日市グループ会長幹事懇談会

於：都ホテル四日市　朝明の間
•大矢知会長　•齋藤幹事
15日（金）　 四日市グループ会長幹事会

於：四日市シティホテル


