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2020年-2021年度
最終例会は
創立50周年

記念例会でした

コロナ禍の影響を受けて延
期が繰り返された創立50周
年記念例会が、年度末の最
終金曜日となった6月25日
に開催されました。

50年の歴史と伝統を振り返
るムービーが、多くの会員
が一堂に揃う中で上映され
ました。

創立50周年記念例会
集合記念写真
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例会日誌
会長就任挨拶

2021-22年度　会長

木下　卓也

RIシェカール・メータ会長は「奉仕し
よう　みんなの人生を豊かにするために」
をテーマとされました。2630地区浦田幸
一ガバナーはこれを強調推進し「つねに
超我の奉仕を胸に」を地区方針とし、こ
れを理解し奉仕を実践することを地区目
標の第一番目に掲げられました。
奉仕が語られるときに色々な言葉が使われます。「先義後利」は浦田ガバナー
が大切にされる言葉です。義とは、人の行うべき正しい道の意であり、義を
先にして、利益は追及するものではなくてあとからついてくるもの。他者を
優先して自身の利益を後にする行い。この様な考えは日本人が長きにわたっ
て社会生活の中で倫理と高潔さの中で培ってきたもの。ロータリアンとして
職業奉仕を学ぶとき「先義後利」はとても大切にしたい言葉です。皆様とと
もに研鑽を積んでいきたいと思います。
「四日市西ロータリークラブはどんなところ」と聞かれて、会員の誰もが
異口同音で50年の歴史と伝統、そしてこれからの西ロータリークラブの本質、
そのイメージを的確な言葉で伝えることができたら良いですよね。
また、会員自体がブランドイメージに近づいていけるような。ソーシャル
メディアに広報するときも、会員増強をするときも四日市西ロータリークラ
ブのブランドイメージを的確な言葉で伝えられるよう会員全員で共有出来れ
ばと考えています。皆様に大変お世話になる一年です。ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。

幹事就任挨拶
2021-22年度　幹事

小川　和彦

伝統ある四日市西ロータリークラブの幹事を仰せつかり大変光栄に存じま
す。コロナ禍というフィルタのかかった世界を見るのは3期目となります。
対応に力を注がれた諸先輩方のご活躍に学びつつ、そもそもそれ以前に、こ
のような危機においても安定的かつ創造的な運営ができることが証明された
四日市西ロータリークラブを築き上げられてきた皆さま全員の存在と姿勢に
対する感動を次に繋げてゆくことを目標として、会長方針に則り、諸先輩方
のご指導を仰ぎながら、クラブの発展と活動の充実の為に精一杯の努力をす
る所存でございます。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

方針　１、クラブ運営：明るく友好的で伝統あるクラブであることをメンバー
が感じられることを意識しつつ円滑な運営に努めます。　２、委員会活動：
各委員長との意思疎通を大切にしながら各委員会が有機的に動くことができ
るように努めます。　３、例会運営：SAA、プログラム委員長、親睦委員長、
会員増強委員長、クラブ奉仕委員長らとの連携を心がけ、会員相互の研鑽と
親睦の場として充実感のある例会運営に努めます。　４、RI地区及び四日市
グループ各クラブとの連携：本年度当クラブは伊藤康彦ガバナー補佐を地区
へ輩出し、ホストクラブとして５クラブ合同例会とIMを開催いたします。
2630地区および四日市グループ各クラブとの友好と連携の発展に努めます。
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会長退任挨拶
2020-21年度　会長

大矢知　直登

創立50周年という大変記念すべき年度
に会長を務めさせていただきました。コ
ロナ禍で例会を中止するアクシデントに
何度か見舞われ、各種事業も中止または
縮小せざるを得ず大変不本意な1年間で
ありました。しかしながらクラブ運営に
おいてはZoomを活用したハイブリット
例会の導入、SNS利用した情報発信、クラブHPの新設を行いました。特に
SNSはこれが無かったらロータリー活動が維持出来なかったかもと疑問が生
じるくらい必要なツールである事を再認識した次第です。50周年の記念式典
は残念ながら簡素に開催しましたが、記念事業として市立四日市病院へ人工
呼吸器の寄贈、こども食堂、菰野町社会福祉協議会への寄付、そして石垣島
でのサンゴの植え付けと素晴らしい事業を行うことができ、メディアにも取
り上げていただきました。最後に会員の皆様のご協力に感謝し、クラブの益々
の発展を祈念して退任の挨拶とさせていただきます。

幹事退任挨拶
2020-21年度　幹事

齋藤　雅彦

　2020-2021四日市西RC幹事を1年間務めさせていただきましたことに先
ず感謝させていただきます。昨年度から今年度に至るまでコロナの状況が好
転せず、また事業の大半が延期ないし中止という事態。プログラムなども変
更せざるを得ない状況において会員の皆様の暖かな対応のおかげで例会、記
念式典も滞ることなくさせていただきました。また本年は市立四日市病院様
への人工呼吸器の寄贈をはじめとする他団体様への寄付等皆様からの尊い会
費を使わせていただきましたことも感謝でした。最後になりますが、私のよ
うなものに当クラブの幹事をさせていただき、育てていただきました会長を
はじめ会員の皆様に改めて感謝をお伝えさせていただきたいと存じます。本
当にありがとうございました。
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第一号議案・・・4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（5、6月）
第三号議案・・・ロータリー情報ミーティングについて
第四号議案・・・第26回四日市グループ親睦ゴルフ大会について（登録料）
第五号議案・・・新入会員について
第六号議案・・・休会届について（中川会員）
第七号議案・・・創立50周年記念式典・祝賀会について
第八号議案・・・第44回インターアクト年次大会登録について

そ　の　他・・・�①�「三重県eスポーツとこわかフェスティバル」へのご支援について
②「第10回全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち」協賛依頼

報告事項・・・・�①人工呼吸器寄付に関する証明書について　②寄付御礼（菰野町社
会福祉協議会より）　③2020-2021年度地区大会中止のお知らせ　
④エスペランス四日市へこどもの日プレゼントの報告

第一号議案・・・創立50周年記念例会について
第二号議案・・・退会届について
第三号議案・・・新入会員について
第四号議案・・・クラブ協議会及びガバナー補佐訪問について
第五号議案・・・社会奉仕活動について
第六号議案・・・出席賞・前会長幹事御礼・誕生祝について
第七号議案・・・2020-21年度ニコニコBOX投入金について

そ　の　他・・・�①四日市5ロータリークラブ親睦ゴルフ大会登録料（個人負担分）
と結果について　②通常例会（昼食）における料理単価の改定につ
いて　

報告事項・・・・�①�第44回インターアクト年次大会リモート開催の件　②�地区大会
記念品発送のご案内について

理事会報告
Board of Directors

５月度/第11回
2021年5月14日（金）
　11：30～12：30

於：都ホテル四日市金扇の間
出席者　　　　　　　

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

６月度/第12回
2020年6月4日（金）

11：30～12：30
於：都ホテル四日市金扇の間

出席者　　　　　　　
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

右写真・大矢知会長退任挨拶の様子
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Weekly Meeting
例会日誌

６月25日（金）

◆会長挨拶

◆５月御誕生祝の贈呈

◆６月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆ニコニコBOX

第2500回　於・都ホテル四日市金扇の間　
•総会員数　73名　•会場出席者　58名　
•メーキャップ　0名　•出席率　100%

◆山本　博也会員退会のご報告

◆� 4日　多田　望君　　� 6日　早川昌彦君
　23日　大矢知直登君　26日　稲田一輝君
（ご夫人・ご主人）� 2日　上田　　浩君　夫人　美奈子様
11日　増田　英規君　夫人　理子様　　12日　水谷　愼志君　夫人　淳子様
18日　片山　穰二君　夫人　郁穂様　　25日　石原　正敬君　夫人　恵美様　
26日　山路　恭三君　夫人　陽子様

◆15日　西村　信博君　　19日　森崎　誠二君　　23日　小川硬一郎君　
25日　佐野　貴信君　
（ご夫人・ご主人）� 4日　加藤　真弓君　主人　万明様
23日　竹尾　純一君　夫人　恭子様

◆（配布資料）•ロータリーの友　5．6月号　•ガバナー月信　6月号
　　　　　　　•クラブ会報　5月号
◆（案内）•「創立50周年に寄せて」のご寄稿がまだの方は、至急ご寄稿ください。

•皆出席賞の件　•次年度第1回例会は、7月2日（金）クラブ協議会でござい
ます。木下会長の方針発表となります。•お食事は「お寿司」です。•7月
度理事会を7月2日（金）11時30分より金扇の間におきまして開催致します。

◆出席状況（報告なし）

◆ニコニコボックス（鈴木委員長）
大矢知直登君� �この1年間本当にありがとうございました。木下次年度の成功を祈

念いたします。
齋藤　雅彦君� �イヤー‼最終例会、50周年記念例会を迎えられとてもうれしいです。

1年間皆様ありがとうございました。私にとってすごく勉強になり、
私の今後の人生においても目標や指針がはっきりとしてきた1年で
した。人生山あり谷ありといいますが、自分ではどうする事も出来
ない事がある、そんな時でも仲間と相談し自分を振り返ることの大
切さを味わえました。コロナ禍での会長の努め、そして各委員会委
員長の方々に感謝申し上げます。1年間ありがとうございました。

永田　正巳君� 会長、幹事、おつかれ様でした。
竹尾　純一君� 会長、幹事、御苦労様でした。大変な1年でしたね。
小川硬一郎君� �誕生日祝有り難うございます。満76才になりました。創立50周年

記念誠におめでとうございます。
森崎　誠二君� 50周年おめでとうございます。
浅井　清司君� �大矢知会長、齋藤幹事1年間ご苦労様でした。恐らく消化不良で任

期満了を迎えられたと思いますので再登板を熱望いたします。（笑）
渡邉　正夫君� �今年度最終例会＆創立50周年記念例会が無事開催でき、感無量です‼

大矢知会長、齋藤幹事、岩田実行委員長殿コロナ禍の1年間本当に
ご苦労様でした。又、ありがとうございます。次年度会長幹事に無
事バトンタッチよろしくお願いします。新たな1年よろしくお願い
します。

伊藤　　隆君� �ニコニコボックス総決算。今年は義務目標金額はもうない・・・と思っ
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◆ニコニコBOX（つづき） ていたのに。トホホ。これで週末の小遣いはなくなった。
市川　嘉市君� 今期最後の例会と創立50周年記念例会をお祝いします。
萩　文三男君� �大矢知会長、齋藤幹事一年間お世話になりました。コロナ禍の中、

事業も殆ど中止になり、ご苦労をお掛け致しました。
伊藤　康彦君� 理事役員の皆さんお疲れ様でした。
多田　　望君� �大矢知会長・齋藤幹事コロナ禍の中、一年間の舵取りお疲れさまで

した。ありがとうございました。
水谷　愼志君� �大矢知会長、齋藤幹事大変な一年でしたが本当におつかれ様でした。

ありがとうございました。
木下　卓也君� 大矢知会長、齋藤幹事一年間ありがとうございました。
早川　昌彦君� �大矢知会長、齋藤幹事一年間おつかれ様でした。誕生祝いをいただ

きありがとうございました。
藤牧　正浩君� �多田さん、早川さん、大矢知さん、稲田さん、西村さん、森崎さん、

小川さん、佐野さんお誕生日おめでとうございます。
生川　昌毅君� 大矢知会長、齋藤幹事一年間ありがとうございました。
小畑　英慎君� �四日市医師会はワクチン接種で大変です。早くおさまることを祈る

ばかりです。
岡本　浩延君� 今年度ありがとうございました。
佐野　貴信君� �本日、55才になりました。皆さんにお祝いしていただき、とても幸

せです。これからもよろしくお願いします‼
服部　浩明君� 大矢知会長、齋藤幹事一年間お疲れさまでした。
小川　和彦君� 大矢知会長、齋藤幹事おつかれ様でした！ありがとうございました。
岩田　雅之君� �本年度最終例会合わせ50周年記念例会の開催にあたり大矢知会長、

齋藤幹事、一年間大変おつかれ様でしたと共にご指導ありがとうご
ざいました。

中岡　昭彦君� 大矢知会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でした。大変な一年でしたね。
森　　信治君� �本年度もお世話になりました。また、来年度もよろしくお願いいた

します。
木下　俊雄君� �大矢知会長、齋藤幹事1年間お疲れ様でした。ありがとうございま

した。親睦委員会活動にご理解ご協力誠にありがとうございました。
南川　　勤君� 大変な一年でしたが次年度は良い一年になりますように。
加藤　真弓君� 1年間ありがとうございました。
石橋　誠志君� 大矢知会長、齋藤幹事1年間ありがとうございました。
野﨑　裕史君� 大矢知会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でした。
佐々木薫子君� 50周年おめでとう御座居ます。
稲田　一輝君� 大矢知会長、齋藤幹事1年間有難うございました。
若林　弘樹君� �大矢知会長、齋藤幹事一年間ありがとうございました。コロナで大

変でしたが、ハラハラドキドキ、刺激的な1年間で、記憶に残る50
周年でした。

小山　晃市君� �大矢知会長、齋藤幹事お世話になりました。今後ともよろしくお願
いします。

井村　　晃君� 今期はありがとうございました。来期もよろしくおねがいします。
樋尾　庄悟君� 50周年おめでとうございます。来年度も宜しくお願い致します。
上田　　浩君� 50周年おめでとうございます。
落合　　穣君� �大矢知会長、齋藤幹事その他各委員長及び委員の皆さん1年間ご苦

労様でした。
市川　　誉君� �大矢知会長、齋藤幹事、委員長様等一年間おつかれ様でした。それ

ほど上手ではないSAAでしたが、一年間、有難うございました。
坂田　裕昭君� 創立50周年誠におめでとうございます。
小林　賢行君� 1年間ありがとうございました。
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◆ニコニコBOX（つづき） 青池　隆之君� �大矢知会長・齋藤幹事コロナ禍の中のリーダーシップ感謝申しあげ
ます。おつかれ様でございました。

佐治　卓弥君� �大矢知会長様、齋藤幹事様御苦労様でした。今後とも、宜しく御願
い致します。又、母の葬儀には大変御世話になりました。

　

各種委員会
６月

出席等報告
6月7日
（月）

四日市グループ会長幹事会
於：四日市シティホテル18：30～

出席者 会　長　大矢知直登 幹　事　齋藤　雅彦

会長エレクト　木下　卓也 副幹事　小川　和彦

ゴルフ同好会
第588回

2021年６月12日（土）
四日市カンツリー倶楽部

9：48～
　OUT・IN同時スタート

OUT IN TOTAL
スコア NET スコア

優勝 川島　勝士 41 40 81 9 72

２位 坂野　信彦 48 49 97 22 75

３位 小山　晃市 56 48 104 28 76

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
TEL 059-353-0349
FAX 059-352-7873
E-mail ywrc@pure.ocn.ne.jp
HP：yokkaichi-west-rc.org
会　　　長　　木下　卓也
幹　　　事　　小川　和彦
クラブ会報委員長　　石橋　誠志


