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2021年－2022年度
最初の例会は

第2501回でした

３週にわたって開催された
クラブ協議会では、会長、
委員長の方針及び事業計画
の発表、そして会計予算審
議が行われました。また、
伊藤康彦ガバナー補佐にゲ
スト出席をいただいた第３
回において、木下卓也会長
より四日市西ロータリーク
ラブのイメージ戦略の言葉
が提唱されました。

四日市西ロータリークラブのイメージ戦略

『楽しくも 高潔』
Open-Minded, High-Minded

築き上げられた歴史と

伝統を重んじ

奉仕を目的に会員が集い

親睦を深め

互いに研鑽することを誇りとし

楽しく高潔に活動するクラブ
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四日市西ロータリークラブ
2021－2022年度　五大奉仕委員長紹介

委員長紹介

会員選考委員長
小畑　英慎

会員増強委員長
佐々木　薫子

ロータリー情報委員長
齋藤　雅彦

親睦活動・家族委員長
樋尾　庄悟

プログラム委員長
小山　晃市

出席委員長
落合　　穣

ニコニコBOX委員長
中野　勝方

公共イメージ・クラブ会報委員長
石橋　誠志

地域発展・環境保全委員長
服部　浩明

ロータリー財団委員長
中岡　昭彦

米山記念奨学会委員長
生川　昌毅

青少年交換委員長
田中　大補

インターアクト委員長
野﨑　裕史

S.A.A
鈴木　克昌

クラブ研修リーダー
伊藤　康彦

会計
森　　信治

クラブ奉仕委員長
岡本　浩延

職業奉仕委員長
早川　昌彦

社会奉仕委員長
木下　俊雄

国際奉仕委員長
萩　文三男

青少年奉仕委員長
水谷　将紀

会計監査
伊藤　　隆

会計監査
竹尾　純一
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第一号議案・・・新型コロナウイルス感染拡大防止について
第二号議案・・・例会プログラムについて
第三号議案・・・2021－22年度予算について
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
第八号議案・・・例会の席次について
第九号議案・・・HP、FB、ライン等について
第十号議案・・・秋の家族会について
第十一号議案・・・四日市西ＲＣのイメージ戦略について
報告事項・・・・�①2022－2023年度夏期派遣学生について　②派遣学生回答書につ

いて
そ　の　他・・・�①入会案内状について　②「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動

協力のお願いについて　③第１回ロータリー財団研修セミナー中止
について　④ヒューストン国際大会について　⑤四日市eスポーツ
協会より協賛金のお礼　⑥新年度ガバナーメッセージについて

次回理事会� ８月６日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

第2501回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　73名　•会場出席者　63名　
•メーキャップ　7名　•出席率　95.89%

◆本年度第１回例会ご挨拶
◆会長より
　直前会長　大矢知直登君に前会長章の贈呈
　直前幹事　齋藤　雅彦君に前幹事章の贈呈
◆�新会員入会式　木下会長より、ロータリー
バッジの授与
　片岡　新二君　　伊井　雅春君　　
　伊藤　太一君
◆�地区委員の方へ委嘱状が届いておりますので、お渡しさせて頂きます。
＊四日市グループガバナー補佐� � 伊藤　康彦様
＊社会奉仕委員会委員� � � 佐野　貴信様
＊米山奨学会委員会委員� � 田中　大補様
＊ロータリー財団補助金小委員会　
グローバル補助金・VTT担当委員� 伊達　敏和様

◆� 1日　加藤　真弓君　� 2日　南川　　勤君
　� 6日　宮﨑　由至君　18日　片山　穰二君　22日　水谷　将紀君
　25日　片岡　新二君　30日　浅井　清司君
（ご夫人・ご主人）� 1日　稲田　一輝君　夫人　純　様
� 5日　大澤　俊介君　夫人　智子様　　15日　岩田　雅之君　夫人　まゆみ様
17日　小川硬一郎君　夫人　光世様　　25日　渡邉　正夫君　夫人　智子様
27日　木下　卓也君　夫人　みゆき様　29日　田中　大補君　夫人　佳奈様
30日　中野　勝方君　夫人　洋子様
◆銀婚式のお祝いを贈呈　　野﨑　裕史会員　平成８年６月２日

Board of Directors
理事会報告

７月度（第１回）
2021年7月2日（金）
　11：30～12：00

於：都ホテル四日市金扇の間
出席者

木下　卓也　藤牧　正浩　大矢知直登
岡本　浩延　小川　和彦　岩田　雅之
森　　信治　早川　昌彦　木下　俊雄
萩　文三男　水谷　将紀

クラブ研修リーダー
伊藤　康彦

例会日誌
７月２日（金）

◆会長挨拶

◆７月御誕生祝の贈呈

Weekly Meeting
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◆幹事報告

◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ニコニコBOX

◆（配布資料）•2021－2022年度事業計画書（手帳）
　　　　　　　•ロータリーの友　７月号　•ガバナー月信　７月号
◆（案内）�•本日配布しましたガバナー月信７月号につき、ガバナー事務所より訂正

の連絡がありましたのでお知らせいたします。
　　　　　　�＊15ページ：2021－22年度　地区行事予定表（上半期）（誤）10月16

日　R財団部門集中セミナー→（正）10月17日　R財団部門集中セミナー
•次週より、国連薬物乱用根絶宣言支援事業として「ダメ、ゼッタイ。」普
及運動の募金を集めさせて頂きます。皆様のご協力をお願い致します。
•次回例会は、今回に引き続きましてクラブ協議会でございます。五大奉
仕委員長より事業計画の報告、会計より予算の審議をお願い致します。

◆出席状況� � 落合　委員長
　ニコニコボックス� 中野　委員長

◆進行　　小川幹事
木下会長

◆ニコニコボックス（中野委員長）
山路　恭三君� �木下会長、小川幹事今年一年お世話になります。ご苦労様です。コ

ロナの中楽しい一年になりますように。
坂野　信彦君� �大矢知前会長、齋藤前幹事未経験のコロナ禍の中１年間の活動、有

難うございました。木下会長、小川幹事本年度よろしくお願い致し
ます。

竹尾　純一君� 木下会長、小川幹事よろしくお願いします。
森崎　誠二君� 木下丸の出航を祝して。
浅井　清司君� �誕生日祝をいただきましてありがとうございました。木下会長、小

川幹事１年間お世話になります。お陰様で今年古希を迎えます。日
本文化愛好会会員様だけですが自祝の記念品をプレゼントさせてい
ただきます。

渡邉　正夫君� �家内さとこの誕生祝のお花ありがとうございます。又、家内のワク
チン接種のクーポンが届き、ファイザーの２回分の予約が出来ました。
夫婦共々今月中７月末までには２回接種ができ、８月には東京にい
る双子の孫に会いに行けそうです。感謝‼︎感謝‼︎

多田　　望君� 木下・小川丸の出航を祝して！
市川　嘉市君� 木下会長、小川幹事今期のスタートの門出をお祝いします。
伊藤　康彦君� 木下会長、雨です。良い年度になりますよ。
大矢知直登君� 木下会長、小川幹事の新しい年度に期待いたします。
早川　昌彦君� 木下会長、小川幹事１年間よろしくお願いします。
大久保佑香君� 木下会長、小川幹事の船出をお祝いして。
生川　昌毅君� �木下会長、小川幹事の門出を祝して。一年間宜しくお願い申し上げ

ます。
佐野　貴信君� �木下会長、小川幹事、一年間よろしくお願いします。井伊さん、伊

藤さん、四日市西ロータリークラブへようこそ‼︎
服部　浩明君� 木下会長、小川幹事一年間お世話になります。宜しくお願いします。
齋藤　雅彦君� �新年度木下会長、小川幹事おめでとうございます。１年間我々を引っ

張ってください。よろしくお願い致します。
川島　勝士君� �会長、幹事１年間、頑張って下さい！そして、新入会員の皆さん、

入会おめでとうございます。
森　　信治君� 木下会長、小川幹事一年間よろしくお願いいたします。
木下　俊雄君� 木下会長、小川幹事１年間よろしくお願いします。
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◆ニコニコBOX（つづき）

７月９日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

南川　　勤君� 誕生日祝いを頂き有難うございます。58歳になりました。
野﨑　裕史君� �木下会長、小川幹事１年よろしくお願いします。銀婚式の祝いあり

がとうございました。
水谷　将紀君� �お誕生日祝いをいただきありがとうございます。木下会長、小川幹事、

会員の皆様一年間よろしくお願いいたします。
田中　大補君� �木下卓也会長、小川幹事１年間よろしくお願い致します。妻の誕生

祝ありがとうございます。
片山　穰二君� �木下会長、小川幹事１年間よろしくお願い致します。お誕生日プレ

ゼントを頂きありがとうございます。
中野　勝方君� �本年度ニコBOX委員長を勤めさせていただきます。よろしくおね

がいいたします。
青池　隆之君� �木下会長、小川幹事一年間コロナ禍の中の大変な時期ですがよろし

くお願い申し上げます。
石原　正敬君� �木下会長、小川幹事よろしくお願いします。大矢知さん、齋藤さん

ありがとうございました。また、父の件では皆さんにお気遣い賜わ
り御礼を申し上げます。

第2502回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　73名　•会場出席者　59名　
•メーキャップ　10名　•出席率　94.52%

◆100％出席祝の贈呈
35年皆出席賞　　小川硬一郎君
30年皆出席賞　　森崎　誠二君
20年皆出席賞　　萩　文三男君
15年皆出席賞　　大矢知直登君　　木下　卓也君　　藤牧　正浩君　　

早川　昌彦君
10年皆出席賞　　森　　信治君
� 5年皆出席賞　　伊達　敏和君　　小山　晃市君　　中野　勝方君

若林　弘樹君
年間最多出席賞　　齋藤　雅彦君

◆（配布資料）�•インサイダー・エクセレント例会フライヤー
◆（案内）�•先日、上半期会費納入のご案内をお送りさせて頂きました。納入期限は７

月31日でございますので宜しくお願い致します。•地区ガバナー事務所よ
り、「静岡県熱海市　土石流災害義援金」のお願いが届いておりますので、
今週より義援金を集めさせていただきます。受付、ニコボックス横に募金
箱を置きましたので、ご協力よろしくお願い致します。•今週より、国連
薬物乱用根絶宣言支援事業として「ダメ、ゼッタイ。」普及運動の募金を
集めさせて頂きます。こちらも受付に募金箱を置きますので、皆様のご協
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◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ニコニコBOX

７月16日（金）

◆会長挨拶

力をお願い致します。•次回例会は今回に引き続きましてクラブ協議会で
ございます。各委員会の委員長より今年度の活動方針・計画のご説明をお
願いいたします。四日市グループ伊藤ガバナー補佐にもご訪問いただきます。

◆出席状況� � 落合　委員長
　ニコニコボックス� 中野　委員長

◆今年度活動方針・計画の説明　　進行：小川幹事
　小川幹事
クラブ奉仕	 	 岡本　委員長
職業奉仕	 	 早川　委員長
社会奉仕	 	 木下（俊）委員長
国際奉仕	 	 萩　　委員長
青少年奉仕	 	 水谷（将）委員長
予算審議	 	 森　会計

◆ニコニコボックス（中野委員長）
山路　恭三君� 先週家内の誕生祝をいただきましてありがとうございました。
小川硬一郎君� 家内の誕生祝頂き有り難うございます。
萩　文三男君� �20年皆出席を頂戴しまして誠にありがとうございました。今後更な

る奉仕活動に精進して参ります。
伊藤　康彦君� �木下会長、急にゴルフが上手くなりました。最近のハーフも43・

42・41が出ています。これは、日頃の努力の結果です‼︎�知らんけどさ。
早川　昌彦君� �本年度職業奉仕委員長を努めさせていただきます。石原副委員長と

共にがんばりますので宜しくお願いします。
中岡　昭彦君� �パールズジュニアの水谷サクラが東京オリンピック女子ラグビー日

本代表のスコッドに選ばれました。さくらは四日市メリノール学院
の在校生で、また、野﨑会員の姪っ子でもあります。皆様応援宜し
くお願い致します。

水谷　将紀君� �６日に第一子男の子が産まれ父になりました。まだ会えていないの
で会えるのが楽しみです。

中野　勝方君� 明日のゴルフは晴れる事を願います。
大澤　俊介君� 妻へのバースデーのお花ありがとうございました！

第2503回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間
•総会員数　73名　•会場出席者　58名
•メーキャップ　11名　•出席率　94.52%

◆ゲストへの謝辞
◆�７/15（木）四日市グループ会長幹事会
出席のご報告
◆ロータリー財団表彰
＊べネファクター　ロータリー財団より
べネファクター認証状とピンバッジが大
矢知直登直前会長に届いておりますので、
木下会長より贈呈いたします。
＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（５）　→　ピンの贈呈　伊藤　康彦君
＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（４）　→　ピンの贈呈　浅井　清司君

Weekly Meeting

右写真：四日市西ロータリークラブの
イメージ戦略として、『楽しくも�高
潔』と、これに続く６行の言葉を提唱
した木下卓也会長
� （2021年７月16日例会挨拶）
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◆幹事報告

◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ゲスト

◆ニコニコBOX

◆（配布資料）�•四日市グループガバナー公式訪問合同例会・ＩＭのご案内　
•四日市西ロータリークラブイメージ戦略（言葉）　
•四日市西ロータリークラブイメージ戦略（コンセプトマップ）

◆（案内）�•「静岡県熱海市　土石流災害義援金」のお願いが届いておりますので、今
週も義援金を集めさせていただきます。まだご投入頂いていない方は、受付、
ニコボックス横に募金箱を置きましたので、ご協力よろしくお願い致します。
•国連薬物乱用根絶宣言支援事業として「ダメ、ゼッタイ。」普及運動の
募金を今週も集めさせて頂きます。まだご投入頂いていない方、よろしく
お願い致します。•次週７月23日は、法定休日のため休会です。お間違え
の無いように。•本日は、第３回クラブ協議会です。

◆出席状況� � 落合　委員長
　ニコニコボックス� 中野　委員長

◆今年度活動方針・計画の説明　　　進行：小川幹事
会員選考	 	 	 小畑　委員長　　
会員増強	 	 	 佐々木　委員長
ロータリー情報	 	 	 齋藤　委員長　　
親睦活動� � � 樋尾　委員長
プログラム	 	 	 小山　委員長　　
出席� � � � 落合　委員長
ニコボックス	 	 	 中野　委員長　　
公共イメージ・クラブ会報� 石橋　委員長
地域発展・環境保全� � 服部　委員長
ロータリー財団	 	 	 中岡　委員長　　
米山奨学会� � � 生川（昌）委員長
青少年交換	 	 	 田中　委員長　　
インターアクト� � � 野﨑　委員長

◆四日市グループガバナー補佐　伊藤　康彦様

◆ニコニコボックス（中野委員長）
伊藤　康彦君� �皆さん、ご存知ないと思いますが、本年度ガバナー補佐を仰せつか

りました。どうぞよろしくお願い致します。
永田　正巳君� �コロナ対策が早急に軌道に乗り、一日も早い終息の日が来るよう願

う者であります。
竹尾　純一君� 伊藤ガバナー補佐ガンバって下さい！よろしくお願いします！
伊藤　　隆君� �京都は「ねね」の高台寺へ行ってきました。人はだれもいません。

美しい庭も独り占めで、ゆっくりと鑑賞できました。一緒に行った
舞妓さんの話では、お座敷は全くなく、２か月間ほどほとんどの舞
妓が実家へ帰らされたそうです。自宅待機です。芸妓や舞妓さんが
ボチボチ辞めているそうです。大変な世の中になったものです。

中野　勝方君� コロナ感染がまた広がりそうです。みなさん注意しましょう。
伊藤　裕司君� �昨日、２回目のワクチン接種をしていただきました。あと少ししたら、

しっかりと予防しながら経済が少しでも回るように貢献してまいり
たいと思います。

片岡　新二君� �先日の誕生日プレゼント、有難うございます。水曜日に片山津ゴル
フ白山コースでカート無し、深いバンカーと遊んできました。まだ
足が痛いです。引続き、ご指導の程、お願い致します。
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７月23日（金）
◆法定休日

７月30日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

◆法定休日 

第2504回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間
•総会員数　73名　•会場出席者　50名
•メーキャップ　17名　•出席率　91.78%

◆ご挨拶

◆（配布資料）�•本日の卓話資料「社会奉
仕活動について」
•クラブ会報７月号　・電
子版となりまして、ホーム
ページ、ライングループ、
FBグループでの配信となっております。・紙媒体でのご用意もござ
います。ご希望の方はお帰りの際、受付にてお受け取りくださいます
ようよろしくお願いいたします。

◆（案内）�•上半期の会費納入がまだの方はお振込みをお願いいたします。納入期限
は７月31日でございます。•８月６日（金）午前11時30分より、金扇の間
に於きまして８月度理事会を開催致します。理事の方のご出席をお願い致
します。•本日は、木下俊雄社会奉仕委員長の卓話です。

◆出席状況　　　　　　�落合　委員長
　ニコニコボックス　　�中野　委員長

◆担当：木下　俊雄社会奉仕委員長
　演題：「社会奉仕活動について」

◆ニコニコボックス（中野委員長）
浅井　清司君� �木下会員の卓話を楽しみにしております。お陰様で本日古希を迎え

ることができました。これも会員の皆さんの友情のたまものと厚く
御礼申し上げます。エイジカラーの紫のネクタイと伊藤裕司さんか
らいただいた紫のくつ下をはいてきました。

伊藤　　隆君� �現在、GOLFが絶不調で、いつもスコアは108前後です。なんとか
100を切りたいと・・・こそっと内緒で打ちっぱなしに練習に行く
のですが、いつも木下会長に見つかります。なんでやろ・・・？

大矢知直登君� �ダイビング同好会私、早川、佐野、井村会員の４名で台風一過の石
垣島へ行ってまいりました。あやうく非常事態の影響で夕食難民に
なりかけましたがなんとかクリア。楽しんで参りました。石垣の海
最高でした。

中野　勝方君� ８／１（日）第１回目のコロナワクチン接種です。
伊藤　裕司君� �みな様、暑中お見舞い申し上げます。浅井さん古希をお迎えになら

れて心よりお祝い申し上げます。
伊藤　太一君� �ライン招待いただきありがとうございました。まだまだわからない

事ばかりですが何とぞよろしくお願いいたします。

Weekly Meeting
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Attendance Report
出席等報告
各種委員会

７月

ゴルフ同好会
第590回

2021年７月10日（土）
四日市カンツリー倶楽部

9：03～
OUT・IN同時スタート

大矢知会長杯取切戦

新入会員紹介
2021年７月入会

7月15日（木） 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 伊藤　康彦四日市グループガバナー補佐 木下　卓也会長

小川　和彦幹事 若林　弘樹ＩＭ実行委員長

7月16日（木） ＩＭ実行委員会　於：事務局　11：30～
出席者 伊藤ガバナー補佐 木下会長 若林委員長

西村　信博委員 中岡　昭彦委員 生川　昌毅委員
服部　浩明委員 野﨑　裕史委員 稲田　一輝委員
岡本　浩延委員

OUT IN TOTAL HCP NET
優勝 川島　勝士 39 41 80 14 66
２位 石橋　誠志 50 44 94 24 70
３位 加藤　真弓 47 51 98 25 73

OUT IN TOTAL HCOP NET
優勝 川島　勝士 39 41 80 14 66
２位 山路　恭三 51 47 98 29 69
３位 加藤　真弓 47 51 98 25 73

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

片岡　新二  君
勤務先：三十三リース㈱
役　職：代表取締役社長
推薦人：佐野　明郎��会員

伊井　雅春  君
勤務先：伊井運輸㈱
役　職：代表取締役
推薦人：伊藤　康彦��会員

伊藤　太一  君
勤務先：㈱大明電気
役　職：代表取締役
推薦人：佐野　貴信��会員

New Member


