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３月１９日（金）
卓話「交換留学を終えて」

担当：田中　大補  青少年交換委員長 
講演：2019－2020 アメリカ派遣学生

酒井　樺音さん

青少年奉仕月間 5
２０２１年５月

号　

３月２６日（金）
エクセレント例会「弱点を武器に変える」

担当：大矢知　直登  会長 
講演：水族館プロデューサー　中村　元さん



2月度 理事会報告

■２０２1年 ２ 月1２日（金）
11時３０分〜 1２時２０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 中岡　昭彦
萩　文三男 早川　昌彦

−議　案−
第一号議案		 1 月度出席状況.・今後の出席規定について
第二号議案		例会プログラムについて（ ２ 〜 ６ 月）
第三号議案		クラブ上半期会計について
第四号議案		下半期会費納入状況について
第五号議案		春の家族会について
第六号議案		地区大会について
第七号議案		休会制度について
第八号議案		２０２1−２０２２年度クラブ理事・役員名簿（案）に

ついて
第九号議案		２０２２−２０２３年度　夏期派遣学生募集案内につ

いて
第十号議案		創立５０周年記念式典について
そ　の　他		① 令和 ３ 年度四日市市青少年育成市民会議総

会代議員の選出について

■報告事項		① ２０２1−２０２２年度青少年交換プログラムの現
況について

② 四日市グループ親睦ゴルフ大会日程：
　２０２1年 ５ 月２２日（土）
　ホスト：四日市ロータリークラブ

■次回理事会		 ３ 月 ５ 日（金）午前11時３０分〜　
都ホテル　金扇の間

3月度 理事会報告

■２０２1年 ３ 月 ５ 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
中岡　昭彦 萩　文三男 早川　昌彦

−議　案−
第一号議案		今後の出席規定について
第二号議案		例会プログラムについて（ ３ 〜 ６ 月）
第三号議案		クラブ細則・内規変更（休会制度）の件
第四号議案		春の家族会について
第五号議案		青少年奉仕活動（こどもの日）について
第六号議案		地区大会登録について
第七号議案		２０２1−２０２２年度クラブ理事・役員・委員会名

簿（案）について
第八号議案		創立５０周年記念式典について
第九号議案		新バナーデザイン選考概要の件

そ　の　他		① 令和 ３ 年度四日市市青少年育成市民会議総
会代議員の選出について

② 「第５8回大四日市まつり」及び「第３４回四日
市花火大会」の中止に伴う協賛依頼の中止
について（ご案内）

■報告事項		① 会長エレクト研修セミナー（ ３ /1３）オンラ
イン開催の件

②２０２1年地区研修・協議毎開催のご案内

■次回理事会		 ４ 月 ２ 日（金）午前11時３０分〜　
都ホテル　金扇の間

■次年度理事会		 ４ 月 ２ 日（金）午後 1 時３０分〜
 都ホテル　金扇の間

4月度 理事会報告

■２０２1年 ４ 月 ２ 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		今後の出席規定について
第二号議案		例会プログラムについて（ ４ 、５ 、６ 月）
第三号議案		春の家族会について
第四号議案		ロータリー情報ミーティング開催について
第五号議案		青少年奉仕活動（こどもの日）について
第六号議案		内規変更（旅費規程）の件
第七号議案		創立５０周年記念式典について
第八号議案		２０２２−２３年　夏期派遣学生募集案内について
そ　の　他		① 四日市海洋少年団令和 ３ 年度後援会会費の

ご請求について
②米山梅吉記念館一人1００円募金について
③中川会員休会届について

■報告事項		①地区研修・協議会（ ４ /18）登録について

■次回理事会		 ５ 月1４日（金）午前11時３０分〜　
都ホテル　金扇の間

例会日誌

２０２１年２月５日（金）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

２０２１年２月１２日（金）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

２０２１年２月１９日（金）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会



２０２１年２月２６日（金）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

２０２１年３月５日（金）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

２０２１年３月１２日（金）　第２４９４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

５４名
１００％

■会長挨拶
○理事会決定事項の報告
○新バナーデザインアンケートの件
○明日 ３ 月1３日（土）会長エレクト研修セミナーがオンライン

開催され、木下卓也会長エレクトが出席されます。４ 月 ２
日の例会にてご報告して頂きます

☆ ２ 月分
○ ２ 月会員御誕生祝の贈呈

５ 日　上田　　浩君　還暦祝い
7 日　齋藤　雅彦君
11日　竹内　俊介君
1４日　伊藤　康彦君
1４日　中岡　昭彦君
1５日　小林　賢行君
1５日　森　　信治君
1５日　市川　　誉君
２1日　坂田　裕昭君

○ ２ 月ご夫人御誕生祝
２ 日　佐野　貴信君　　夫人　美帆様
４ 日　山本　博也君　　夫人　清美様
7 日　浅井　清司君　　夫人　弓子様
1０日　森崎　誠二君　　夫人　郁子様
２０日　服部　浩明君　　夫人　幾久子様
２０日　井村　　晃君　　夫人　寛様
２４日　佐野　明郎君　　夫人　由美子様

☆ ３ 月分
○ ３ 月会員御誕生祝の贈呈

1 日　竹尾　純一君
1 日　藤牧　正浩君
４ 日　渡邉　正夫君
1２日　小山　晃市君
1３日　木下　卓也君
1６日　伊藤　　隆君
２０日　中川　直樹君
２４日　岡本　浩延君
２６日　小畑　英慎君

２7日　木下　俊雄君

○ ３ 月ご夫人御誕生祝
7 日　中川　直樹君　　夫人　真奈美様
1５日　宮﨑　由至君　　夫人　真知様
２7日　伊藤　裕司君　　夫人　園代様
３1日　永田　正巳君　　夫人　恵子様

■幹事報告
《配布資料》
◦ロータリーの友 ２ ・ ３ 月号
◦クラブ会報 ２ 月号
◦ ３ 月〜 ６ 月例会プログラム
◦春の家族会のご案内
◦新バナー選考のお願い
◦第２６回四日市グループ親睦ゴルフ大会のご案内
◦２０２1−２０２２年度クラブ理事・役員・委員会名簿
〇次回例会は、３ 月1９日（金）田中大補青少年交換委員長担

当で酒井　樺音さんの交換留学生報告となります。
　お食事は中華弁当です。

■委員長報告
ニコニコボックス 鈴木　委員長
親睦活動  木下（俊）委員長
副幹事  小川（和）副幹事

■卓　話 ◦ ２ ・ ３ 月度お誕生祝の贈呈
 　バースデーソング

■『臨時総会』
　〇クラブ細則変更の件　　司会：齋藤幹事

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
齋藤　雅彦君	 ２ 月の誕生日お祝いありがとうございました。
山路　恭三君	２０２1年 ２ 月ゴルフ例会で優勝致しました。あり

がとうございました。もう在籍中は優勝がない
と思いますので記念になりました。

竹尾　純一君	誕生祝いをいただきましたので。
浅井　清司君	久し振りに皆さんのお元気なお顔を拝見して

安心しました。家内のお誕生日祝をいただき
ましてありがとうございました。花をいただ
いて春の到来を実感しました。

木下　卓也君	誕生日を祝って頂いて、ありがとうございます。
藤牧　正浩君	 ２ 月、 ３ 月の誕生日の皆さん、お誕生日おめで

とうございます。ありがとうございます。
中岡　昭彦君	第 7 回女子ラグビー日本選手権で悲願の優勝



し日本一になりました。今シーズンはコロナ禍
で公式試合全て中止になり、今シーズン決勝戦
が最初で最後の試合となりました。来年度は
５ 月から始まる太陽生命シリーズの総合チャ
ンピオン、1０月開催の三重とこわか国体優勝、
そして日本選手権連覇と三冠を目指します。西
ロータリーの皆様応援宜しくお願い致します。

森　　信治君	お誕生日お祝いをいただきまして、ありがと
うございました。

佐野　明郎君	家内への誕生日祝いありがとうございまし
た。一日も早く、元の生活そして例会活動が
できることを祈ります。

落合　　穣君	今月予定されていた西ロータリー創立５０周年
記念式典が延期され大変残念ですが、大矢知
会長の任期最後のすばらしいイベントになる
事を期待しています。

伊藤　裕司君	嫁さまの誕生日プレゼントを頂きありがとう
ございます。庭の桜のつぼみも少しふくらん
でまいりました。お花見出来るかなぁ。

２０２１年３月１９日（金）　第２４９５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

５３名
１００％

■会長挨拶
○ゲストへの謝辞
　２０1９−２０２０　アメリカ派遣学生　酒井　樺音さん
　＊留学修了書の授与

○ ３ 月17日（水）四日市グループ新旧会長幹事会出席報告
○ロータリー財団より２０1９−２０年度
　① 『Every Rotarian、Every Year /「財団の友」クラブ』

のバナー
　②『1００％ロータリー財団寄付クラブ』のバナー
　③ 『End Polio Now「歴史をつくるカウントダウンキャン

ペーン」』の表彰状
　以上 ３ 点が届き表彰されましたので、披露させて頂きます。

■幹事報告
《配布資料》
◦抜粋のつづり（ご希望者のみ）
○次回例会は、３ 月２６日（金）水族館プロデューサー　中村　

元氏をお迎えするエクセレント例会になります。「弱点を
武器に変える」という演題でご講演いただきます。

　お食事は洋食コースです

■委員長報告
ニコニコボックス 鈴木　委員長

■卓　話 担　当：田中　大補　青少年交換委員長　

 講　演：２０1９-２０２０ アメリカ派遣学生　
  　酒井　樺音さん
 演　題： 「交換留学を終えて」

■点　鐘

■ゲスト： ２０1９-２０２０　アメリカ派遣学生　酒井　樺音さん

■ニコニコＢＯＸ
永田　正巳君 	引続き変異ウイルスに注意してまいりましょ

う。
鈴木　克昌君 	いい天気です。

２０２１年３月２６日（金）　第２４９６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

５３名
１００％

■会長挨拶
○ゲストへの謝辞

■幹事報告
〇次回例会は、４ 月 ２ 日（金）木下卓也会長エレクトによ

る、「会長エレクト研修セミナー報告」になります。お食
事は、ハヤシライスです。

○例会終了後　 ３ Ｆ金扇の間におきまして、臨時歴代会長
会を開催します。歴代会長はお集まりください。

○ ４ 月度理事会を ４ 月 ２ 日（金）11時３０分より都ホテル ３ Ｆ　
金扇の間において開催致します。

○次年度第 1 回理事会を ４ 月 ２ 日（金）1３時３０分より都ホテ
ル ３ Ｆ　金扇の間において開催致します。

■委員長報告
ニコニコボックス 柳川　委員
親睦活動  木下（俊）　委員長

■エクセレント例会
 担　当：大矢知　直登会長
 講　演：水族館プロデューサー　中村　元氏
 演　題：「弱点を武器に変える」

■点　鐘



■卓　話 担　当：木下　卓也　会長エレクト
 演　題： 「会長エレクト研修セミナー報告」

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
坂野　信彦君 	妻の誕生日祝をいただき有難うございました。
伊藤　　隆君	もう我慢できない・・・というので、金沢の「つ

ば甚」へ行ってきました。西の芸妓「櫂（かい）
ちゃん」は芸妓をやめてから、「西料理茶屋」の
女将を1０年ほどやっていましたが、つば甚の
女将の話では、半年前にそれもやめたそうで
す。日本海ルートの江戸時代からある昆布屋
さんも店がなくなっていました。金沢にもい
ろいろと変化が起きているようです。

伊藤　康彦君	卓ちゃんが卓話
藤牧　正浩君	佐々木さん、若林さん、伊藤さん、お誕生日お

めでとうございます。
柳川　貴子君	佐々木さん、若林さん、伊藤裕司さんお誕生日

おめでとうございます。
若林　弘樹君	誕生日のお祝いありがとうございます。 ４ 月

生まれのメンバーは、私を含めて ３ 人ですが、
仲良くしていただいて最高です。

小山　晃市君	愚息が総務省入省しました。親としては健康
に気を付けて、タフな精神で謙虚にしっかり
と奉職してもらいたいです。歓迎会には気を
つけて。

伊藤　裕司君	誕生日プレゼントを頂き、ありがとうござい
ます。これからもお誘いをお待ちしており、
お付き合いもお願いいたします。

小林　賢行君	妻の誕生日プレゼントありがとうございまし
た。

大澤　俊介君	新年度頑張りましょう！

２０２１年４月９日（金）　第２４９８回例会（全員登録）
〇４月２５日（日）春の家族会に変更

２０２１年４月１６日（金）　第２４９９回例会
総 会 員 数
メークアップ

７４名
１８名

会場出席者
出 席 率

５２名
９４.５８％

■会長挨拶
○ゲストへの謝辞

■幹事報告
《配布資料》
◦名簿作成資料と同好会の確認についてのお願い
◦地区研修・協議会資料（ご登録者のみ）

■ゲスト： 水族館プロデューサー　中村　元氏

■ニコニコＢＯＸ
柳川　貴子君	中村さんご無沙汰しております。本日の卓話

楽しみにしておりました。
小畑　英慎君	本日で５２才になりました。人間的に成長しな

ければならないのに、退化しています。今後
共よろしくお願い致します。

西村　信博君	ひさしぶりに例会出席出来ました。最近良い
事をしてないのでせめてニコBOXでもと思
いました。

南川　　勤君	最近海外に行けないので釣りをはじめました。
田中　大補君	中村さんの卓話本日は楽しみにしていまし

た。よろしくお願いします。
伊藤　裕司君	先日、人生初のDRC（超高級フランスブル

ゴーニュワインの会社）を体験いたしました。
おそらく一生に一度だと思います。今なら格
付けチェックで正解できます‼︎

２０２１年４月２日（金）　第２４９７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

５４名
８９.１９％

■会長挨拶
○理事会決定事項の報告
○ ４ 月会員御誕生祝の贈呈

7 日　佐々木薫子君
２8日　若林　弘樹君
２９日　伊藤　裕司君

○ ４ 月ご夫人御誕生祝
２ 日　小林　賢行君　　夫人　裕美様
５ 日　山崎　　博君　　夫人　千佳様
1３日　坂田　裕昭君　　夫人　光代様
２０日　伊藤　康彦君　　夫人　ひとみ様
２３日　坂野　信彦君　　夫人　加主子様

■幹事報告
《配布資料》
◦ロータリーの友　 ４ 月号
◦地区研修・協議会オンライン接続方法（ご登録者のみ）
◦ 次年度委員会事業計画書作成・変更のお願い（次年度委

員長のみ）
◦会員誕生日プレゼント出品者募集のご案内
〇次回 ４ 月 ９ 日（金）は、春の家族会（ ４ /２５）に変更のため

休会です。
○次回例会は、４ 月1６日（金）大澤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
ニコニコボックス 鈴木　委員長
国際奉仕  萩　　委員長
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〇次回例会は、４ 月２３日（金）エクセレント例会です。有限
会社二軒茶屋餅角屋本店伊勢角屋麦酒代表取締役社長　
鈴木成宗氏をお迎えします。お食事は、ちらし寿司です。

■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
副幹事  小川　副幹事

■卓　話 担　当：大澤　俊介　新会員　
 演　題： 「眼科内眼手術の現在と未来」

■創立 ５０ 周年記念事業　
　菰野町社会福祉協議会へ寄付の贈呈
 会長　　　小林　周平様
 事務局長　中島　　寛様

■点　鐘

■ニコニコＢＯＸ
大矢知直登君	大澤会員の卓話楽しみにしています。
永田　正巳君	変異ウイルス特に気を付けてまいりましょ

う。
山崎　　博君	家内千佳のお誕生日のお花、ありがとうござ

いました。
若林　弘樹君	大澤さん、オペ後おつかれのところ卓話あり

がとうございます。「眼科内眼手術の現在と
未来」しっかり勉強させて頂きます。

上田　　浩君	暖かくなって活動しやすい時季になりまし
た。コロナ心配だけど。

坂田　裕昭君	妻の誕生日プレゼントを頂きまして。誠にあ
りがとうございます。

石原　正敬君	菰野町社会福祉協議会へのご寄付をありがと
うございました。大澤さんの卓話を楽しみに

しております。ラジオもよろしくお願いしま
す。

２０２１年４月２３日（金）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休会

２０２１年４月２５日（日）　
○春の家族会
＊コロナ禍のため、中止。

２０２１年４月３０日（金）
〇特別休会

ゴルフ同好会報告
第５８５回　令和３年２月１３日（土）

四日市カンツリー倶楽部　９：２８〜　ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート

ＯＵＴ ＩＮ TOTAL
スコア HCP NET

スコア
優勝 山路　恭三 ５１ ５３ １０４ ２９ ７５
２位 水谷　愼志 ５８ ５１ １０９ ３０ ７９
３位 大矢知直登 ５２ ５２ １０４ ２４ ８０

第５８６回　令和３年３月７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 市川　嘉市 ４６ ５０ ９６ １９ ７７
２位 野﨑　裕史 ５１ ５０ １０１ ２０ ８１
３位 中野　勝方 ５７ ５５ １１２ ３０ ８２

第５８７回　令和３年４月４日（日）
四日市カンツリー倶楽部　８：００〜　ＩＮスタート

ＯＵＴ ＩＮ TOTAL
スコア HCP NET

スコア
優勝 山本　博也 ４８ ４６ ９４ ２１ ７３
２位 中野　勝方 ５３ ５４ １０７ ３０ ７７
３位 坂田　裕昭 ５２ ５３ １０５ ２８ ７７

３月　各種会員出席報告
◦四日市グループ次期ガバナー補佐　伊藤康彦君　
◦会長エレクト　木下卓也君

1３日（土）　 会長エレクト研修セミナー
1３：００ 〜　オンライン開催

◦四日市グループ次期ガバナー補佐　伊藤康彦君
◦会長　大矢知直登君　◦幹事　齋藤雅彦君
◦会長エレクト　木下卓也君　◦副幹事　小川和彦君

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


