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コロナ対応のため
臨時休会が続きました

８月の第一例会は開催でき
たものの、その翌週の夏季
特別休会以降、コロナ対応
のため９月末までが臨時休
会となりました。

再開は10月の第一例会か
らで、10月末まではお食
事の提供を差し控えること
となりましたが、卓話を含
むプログラムは予定どおり
進行できました

＜インサイダーエクセレント例会を開始＞
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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・・・2020−21年度収支決算報告
第四号議案・・・上半期会費納入状況について
第五号議案・・・職場例会について
第六号議案・・・秋の家族会について
第七号議案・・・社会奉仕活動について
第八号議案・・・四日市西RCのイメージ戦略について
第九号議案・・・合同例会＆IMについて

そ　の　他・・・�①夏期派遣学生について　②青少年育成市民会議の会員継続と会費
納入について　③日赤点訳奉仕団資材協力について　④WCS地区
世界社会奉仕補助金について　⑤ガバナー事務所分担金他について
⑥ガバナーエレクト事務所分担金について　⑦地区関係資金につい
て　⑧資料281・四日市市社会福祉協議会会費請求について

報告事項・・・・�①ローターアクト・718日レポート＆815日予定　②クラブ増強活
動報告　③ロータリー文庫について　④研修セミナー日程のご案内
⑤米山寄付金のお願い　⑥会報誌フォーマットのご紹介

次回理事会� ９月３日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

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・・・職場例会について
第四号議案・・・秋の家族会について
第五号議案・・・社会奉仕活動について

そ　の　他・・・�①夏期派遣学生について　②米山梅吉記念館100円募金について　
③佐賀・長崎豪雨義援金のお願いについて

報告事項・・・・�①ガバナーメッセージ（COVID-19）について　②ガバナー杯につ
いて　③合同例会＆IM中止について　④100年ビジョンレポート
について　⑤菰野町より　⑥ロータリー文庫決算＆予算2021　
⑦基本的教育と識字向上月間2021　⑧会報誌８月号

次回理事会� 10月１日（金）午前11時30分～　
� � 都ホテル　金扇の間（もしくはZOOM）

Board of Directors
理事会報告

８月度（第２回）
2021年8月6日（金）
　11：30～12：30

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

IM実行委員長
若林　弘樹

９月度（第３回）
2021年9月3日（金）
　11：30～12：10

於：ZOOM
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
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Board of Directors

10月度（第４回）
2021年10月1日（金）
　11：30～12：15
於：都ホテル四日市
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
水谷　将紀

クラブ研修リーダー
伊藤　康彦

11月度（第５回）
2021年11月5日（金）
　11：30～12：10
於：都ホテル四日市
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

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・・・職場例会について
第四号議案・・・秋の家族会について
第五号議案・・・社会奉仕活動について
第六号議案・・・年末家族会について

そ　の　他・・・�①交換候補生第一回オリエンテーションについて　②イルミネーショ
ン協賛依頼　③第一回女性会議開催について　④次期米山奨学生世
話クラブ受入について　⑤職業奉仕委員会研修セミナーについて

報告事項・・・・�①三重県インターアクト協議会中止のご案内　②四日市市青少年育
成市民会議よりお礼　③リモートニコBOX設置について　④R財団
オンライン研修セミナーについて　⑤ハイライト米山　⑥ロータリー
文庫決算＆予算2021　⑦第50回ロータリー研究会について

次回理事会� 11月５日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

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・・・R情報ミーティングについて
第四号議案・・・年末家族会の代替プランについて
第五号議案・・・新年例会の開催について
第六号議案・・・地区大会のご案内について
第七号議案・・・下期の会費について

報告事項・・・・�①ガバナー候補の推薦について　②クラブ増強状況報告　③地区研
修親睦会（ローターアクト・RAC）について　④佐賀・長崎豪雨災
害義援金のお礼について⑤ロータリー財団月間　リソースのご案内
⑥地区補助金募集案内について

次回理事会� 12月３日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間
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Weekly Meeting
例会日誌

８月６日（金）
◆会長挨拶

◆８月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

第2505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　

◆理事会決定事項のご連絡
◆�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。
＊青少年交換委員会委員　
　加藤　真弓君

◆�100％出席祝の贈呈をいたします。
＊５年皆出席賞　　片山　穰二君

◆� 6日　藤村　　貴君　
　15日　山路　恭三君
　16日　鈴木　克昌君　
　16日　石川　義典君
　21日　西尾　慎一君　　27日　柳川　貴子君
（ご夫人）� 9日　竹内　俊介君　夫人　佳帆様　
13日　伊井　雅春君　夫人　紀恵様　　16日　生川　宜幹君　夫人　なおみ様
22日　中岡　昭彦君　夫人　令子様　　25日　南川　　勤君　夫人　厚子様　
29日　古市　剛久君　夫人　慶子様

◆（配布資料）•ロータリーの友　７月号　•ガバナー月信　７月号
◆（案内）�•次週８月13日（金）は、夏期特別休会でお休みです。•本日は、佐々木

薫子会員増強委員長の卓話です。•臨時休会に伴い、下記の資料を会員各
位に郵送（９/15）。＊ロータリーの友９月号　＊ガバナー月信９月号　
＊確定申告用寄付金領収証（公益財団法人　ロータリー日本財団より）

　　　　　＊2020−2021ゴルフ同好会収支報告書（ゴルフ同好会会員のみ）

◆ニコニコボックス� 中野　委員長

◆担当　会員増強委員会
　　　　佐々木　薫子委員長
　演題　「会員増強月間にちなんで」

◆ニコニコボックス
山路　恭三君� �50回目の誕生祝いをいただき、ありがとうございました。もう少し

在籍させて下さい。よろしく。
永田　正巳君� 感染には最大の注意で臨んでまいりましょう。
浅井　清司君� 佐々木さんの卓話を楽しみにしています。勉強させていただきます。
伊藤　　隆君� �ゴルフ「ニコニコBOX」の続きです。内緒で打ちっぱなしに行って

も、木下会長に見つかるので、もう練習に行くのは止めます。人間
の腕は挿

す

げ替えられない・・・でも、ゴルフクラブは金さえ出せば
変えられる・・・よしこれで行こう！ドライバー以外は、パターも
含めて、全部総入れ替え・・・効果はすぐ出る筈です。今度の日曜
日のGOLF例会が楽しみです。

齋藤　雅彦君� �８月６日今日は8
ハロー

6の日。元気にあいさつしたいですネ。本日佐々木
さん卓話楽しみです。リズミカルなトークショーよろしくお願いします。
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Weekly Meeting

◆ニコニコBOX（つづき）

休会
◆夏期特別休会＆臨時休会

◆リモートニコニコBOX
9月10日

 9月13日

 9月14日

加藤　真弓君� かこちゃんの卓話楽しみです。
佐々木薫子君� 本日会員増強月間の卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
田中　大補君� 佐々木かこ様の卓話楽しみにしています。
佐野　明郎君� お泊りの狭心症検査無罪放免でした。これからもしっかり遊びます。
片山　穰二君� ５年皆出席賞を頂き、ありがとうございます。
中野　勝方君� �８月御誕生日山路さん、鈴木さん、柳川さん、西尾さん、石川さん、

おめでとうございます。
鈴木　克昌君� 39才になりました。サンキューです。３万円投入します。
生川　宜幹君� 女房の誕生日祝いいただきありがとうございました。
古市　剛久君� 妻の誕生祝いありがとうございます。

◆夏期特別休会� ８月13日（金）�
◆臨時休会（コロナ対応）��８月20日（金）/８月27日（金）/９月３日（金）/
� � � ９月10日（金）/９月17日（金）/９月24日（金）

◆ニコニコボックス 
伊藤　裕司君� �９月になりました。皆さまお元気ですか?朝晩はずいぶん涼しくな

りました。今朝は爽やかなお天気ですネ。本日のCBCテレビ�５ch
「チャント」という番組の中の「なりゆきアフロ」というコーナー
で�角屋の商品が紹介される予定です。時間は17時20分過ぎあたり
かと思います。ご都合よろしければぜひご覧くださいませ。

中野　勝方君� �ニコニコＢＯＸ委員会の中野勝方です。沢山のＬＩＮＥ参加ありがと
うございます。

浅井　清司君� �中野さん、リモートニコニコBOX開設ご苦労さまです！開設祝に
浅井1000円投入させていただきます！

落合　　穣君� �落合も1000円投入です。

佐野　明郎君� �ＷRCよりお誕生日のプレゼントに角屋さんのお肉を頂きました。
本日13日で満69歳となります。一つの節目として「古希」を迎え
る事に対しては正直言って還暦とは違い複雑な思いですね・・・！
今年はゴルフを年間100ラウンドを目指してます。昨日のラウンド
で64回目今までにコロナと大雨他で12回キャンセル、メンバー不
足の時は前日でも良いのでお誘いして下さい。年間目標100回以上
にご協力をお願いします。お祝いありがとうございました。

岩田　雅之君� �佐野明郎さんお誕生日おめでとうございます。年間100ラウンド頑
張ってください。

早川　昌彦君� �坂野先生、市川さん、佐野さん、水谷さん、落合さん、山崎さん、
野﨑さん、井村さん、古市さん誕生月おめでとうございます私の初
孫旺

おう

佑
すけ

も本日13日で１歳になりました。
藤牧　正浩君� �坂野先生、市川さん、佐野さん、水谷さん、落合さん、山崎さん、

野﨑さん、井村さん、古市さん、お誕生日おめでとうございます。
そして、妻の誕生祝い、ありがとうございます！

浅井　清司君� �あらためましてリモートニコニコBOX開設祝に￥1000投入させて
いただきます！

伊藤　康彦君� �初めまして、リモートニコニコBOX開設祝に¥1000投入させてい
ただきます！
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Weekly Meeting

 9月15日

 9月23日

10月１日（金）
◆会長挨拶

◆９月御誕生祝の贈呈

◆10月御誕生祝の贈呈

◆銀婚式祝の贈呈

大澤　俊介君� �初めまして！リモートニコBOX開設を祝して￥3000投入させてい
ただきます♪

木下　卓也君� �リモートニコBOX開設を祝して。
上田　　浩君� �3000円お願いいたします。コロナの早い収束を願って。
伊井　雅春君� �①リモートニコBOX開設祝して　②ニコニコBOX初利用　③妻の

誕生日祝いありがとうございました。¥10,000投入させていただき
ます♪

野﨑　裕史君� �おはようございます。誕生日祝い頂きましてありがとうございました。
今日で56歳になりました。中途半端な歳ですが、今年はどうぞよろ
しくお願い致します。

藤村　　貴君� �おはようございます！リモートニコBOX開設、野﨑さんのお誕生
日を祝して。

第2506回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　73名　•会場出席者　51名　

◆理事会決定事項のご連絡

◆� 4日　市川　嘉市君
13日　佐野　明郎君
14日　古市　剛久君　
20日　坂野　信彦君　　
23日　野﨑　裕史君　　
24日　落合　　穣君　　25日　山崎　　博君　　26日　井村　　晃君　　
29日　水谷　愼志君
（ご夫人）� 2日　宮下　直久君　夫人　和江様
� 9日　野﨑　裕史君　夫人　裕代様　　10日　齋藤　雅彦君　夫人　京子様
16日　伊藤　　隆君　夫人　弘子様　　18日　藤牧　正浩君　夫人　千尋様
19日　小川　和彦君　夫人　史恵様　　21日　小山　晃市君　夫人　美晴様
27日　石川　義典君　夫人　響子様

◆� 3日　大久保佑香君　　� 7日　生川　昌毅君　　� 7日　石橋　誠志君
　15日　萩　文三男君
（ご夫人・ご主人）19日　小畑　英慎君　夫人　さおり様
21日　大矢知直登君　夫人　美恵子様　　22日　早川　昌彦君　夫人　治美様
22日　佐々木薫子君　主人　泰介様　　　30日　若林　弘樹君　夫人　久穂様

◆小畑　英慎君　平成８年10月20日

Weekly Meeting
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Weekly Meeting

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

◆（配布資料）•ロータリーの友　10月号　•ガバナー月信　10月号
　　　　　　　�•（財）ロータリー米山記念奨学会より「米山奨学事業（2021−2022

年度版）豆辞典」　•2020−2021年度会計報告
◆（案内）�•次週10月8日（金）の例会は、第1回インサイダー・エクセレント例会

になります。

◆ニコニコボックス� 中野　委員長
◆前年度決算報告　� 森　　信治　前年度会計

◆担当　米山奨学会委員会　
　　　　生川　昌毅委員長
　　　　演題　「米山月間にちなんで」

◆ニコニコボックス
木下　卓也君� �９月度ゴルフ同好会例会で優勝させていただきました。一緒にプレー

して頂いた隆さん、加藤さん、石川さん、ありがとうございました。
坂野　信彦君� �誕生日祝をいただき有難うございます。９月20日で83才になりま

した。
宮﨑　由至君� �一年半のごぶさたでございます。やっとクラブに出席できる環境と

なりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
浅井　清司君� �通常例会の再会をお祝して！久し振りに宮﨑さんはじめ皆様のお顔

を拝見して元気が出ました！
伊藤　　隆君� �９月11日のGOLF例会で木下会長と一緒に回らせてもらいました。

木下会長のSwingを見ていて、腰の回転がすごいのに気が付きまし
た。これを見て、目が一気に覚めました。11月のScoreは106でし
たが、次の14日は91、その次の28日は92でした。木下会長の方へ
足を向けて寝ることはもうできません。

伊藤　康彦君� �木下会長、ゴルフ同好会シングル昇進おめでとう！これからがっつ
り行こね。

多田　　望君� �これまでファンではなかったのですが、２日前に発売されたAKB48の
１年半ぶりの新曲「根も葉もR

ル ー マ ー

umor」がめっちゃヤバイです。三重
高校ダンス部の顧問の先生が振り付けしたロックダンスがキレッキレ
でアイドルの域を越えています。YouTubeや10/４放送のCDTVで
ぜひ見て下さい。

水谷　愼志君� 誕生日祝いを頂きまして。
大矢知直登君� �皆様少しお久しぶりです。宮﨑会員の元気な姿を見る事ができて、

うれしいかぎりです。
早川　昌彦君� 妻の誕生祝をいただいて。
大久保佑香君� お誕生日のプレゼントありがとうございます。
生川　昌毅君� �誕生日祝をいただきありがとうございます。久々の例会、皆様にお

会いできて元気をいただきました。本日は卓話をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

小畑　英慎君� �銀婚式のお祝いをいただき、ありがとうございます。妻にはナイショ
にしておきます。

齋藤　雅彦君� やっと！！！！久し振りでとてもうれしいです。
木下　俊雄君� �祝緊急事態宣言解除。とはいえまだまだ気は抜けませんが、週１回

は皆様のお顔を拝見したいですね。
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◆ニコニコBOX（つづき）

10月８日（金）
◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

佐々木薫子君� �緊急事態宣言がありました。コロナ禍の中、新しい家族が出来ました。
日々成長しています。主人の誕生祝いを頂きまして。

田中　大補君� �久し振りの再会。顔を合わせるのはやっぱりいいですネ。西RC例
会では宮﨑さんとは１年半ぶり。お会いできてうれしいです。

小山　晃市君� ９月の家内への誕生日祝いありがとうございました。
中野　勝方君� 10月になりました。10月お誕生日のみなさまおめでとうございます。
上田　　浩君� 久しぶりです。
藤村　　貴君� 久し振りの例会。皆様にお会い出来とても嬉しいです。

第2507回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　73名　•会場出席者　43名　

◆（配布資料）•歴代会長会開催のお知らせ
配布資料は一点で、『歴代
会長会のご案内』でござ
います。歴代会長の皆様
にのみ配布いたしてござ
います。ご出欠のご返信
を22日（金）までにお願
い致します。

◆（案内）�•10月15日、次回例会は、竹尾　純一会員と竹内俊介会員によるインサ
イダーエクセレント例会です　•本日は、市川嘉市会員と小林賢行会員に
よるインサイダーエクセレント例会です。

◆ニコニコボックス� 中野　委員長

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　市川　嘉市会員
　　　　小林　賢行会員

Weekly Meeting

右写真： 新企画のインサイダーエク
セレント例会、その初回直
前に、打ち合わせ中の市川
会員と小林会員

（2021年10月８日撮影）
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◆ニコニコBOX

10月15日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコボックス
坂野　信彦君� �エクセレント例会での市川嘉市会員、小林賢行会員の卓話を期待し

てます。
伊藤　　隆君� 新しいタイプのエクセレント例会、大変期待しております。
市川　嘉市君� �先週、誕生日祝いありがとう御座いました。そして、今日はインサ

イダー・エクセレント例会として対話式卓話をさせて頂きますので
よろしくお願いいたします。

萩　文三男君� 61才の誕生祝いを頂きました。ありがとうございます。
岩田　雅之君� �インサイダー・エクセレント例会、市川さん小林さんの卓話楽しみ

にしております。
中野　勝方君� まだまだ30℃と気温が高いです。お体にお気をつけてください。
坂田　裕昭君� �10月６日の中小企業団体三重県大会にて、小生が理事長を努めてい

ます三重県タイヤ商工協同組合が優良組合として三重県知事表彰を
受ける事ができました。SNSでは皆様からの祝福のお言葉を数多く
戴きました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。

小林　賢行君� 市川さん卓話楽しみにしております。
伊井　雅春君� �初ゴルフ参加。木下会長はじめみなさん足をひっぱってすいません。

良い経験できました。次につなげていきたいです

第2508回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　72名　•会場出席者　49名　

◆�増田　英規会員が10月９日ご逝去されま
した。謹んでお悔やみ申し上げ、御冥福
をお祈り申し上げます。

◆（案内）�•10月22日、次回例会は、伊藤
隆会員と藤村　貴会員によるイン
サイダーエクセレント例会です。
•本日は、竹尾　純一会員と竹内　俊介会員によるインサイダーエクセレ
ント例会です。

◆ニコニコボックス� 中野　委員長

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　竹尾　純一会員
　　　　竹内　俊介会員

Weekly Meeting

右写真： インサイダーエクセレント
例会（第二回）の舞台。竹
尾会員と竹内会員

（2021年10月15日撮影）
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◆ニコニコBOX

10月22日（金）
◆幹事報告

◆委員長報告

◆ニコニコボックス
竹尾　純一君� 今日、卓話をおおせつかりました。よろしくお願いします。
森崎　誠二君� 竹尾さんの卓話たのしみにしています。
伊藤　　隆君� �応神天皇陵と仁徳天皇陵、つまり古墳巡りに行ってきました。とこ

ろが、あまりにも大きすぎて、「前方」も「後円」もさっぱり分か
りませんでした。ヘリコプターで上空から見ないと全体像が分かり
ません。ヘリコプターのサービスはないの？・・・と現地で聞いて
みたら、いつもやってるサービスはないそうです。17日の日曜日に
はキトラ古墳へ行く予定です。

齋藤　雅彦君� 本日竹尾さんと竹内さん卓話楽しみにしております。
南川　　勤君� �海外にはなかなか行けませんが美食の街サンセバスチャンに三重県

産品の輸出スタートしました。サンセバのワインも輸入予定です。
よろしくお願いします。

中野　勝方君� 祝・立浪監督就任。
伊藤　太一君� �先日のゴルフでは伊藤隆さん、伊達さん、佐治さんご一緒いただき

ありがとうございました。又、青ティから同じくまわっていただき
すみませんでした。こりずに又ラウンドして下さい。

第2509回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　72名　•会場出席者　51名　

◆（配布資料）�•50年の歩み（創立50周年記念誌）
◆（案内）�•次週10月29日（金）は、特別休会です。お間違えの無いよう、お願い

いたします。•次回例会は、11月5日（金）ロータリー財団委員会　中岡
昭彦委員長の卓話です。•11月5日（金）午前11時30分より11月度理事
会を金扇の間におきまして開催致しますので理事の皆様はお集まり下さい。
•11月5日（金）例会終了後、歴代会長会を開催致しますので、歴代会長
の皆様は、ご予定をお願い致します。•本日は、伊藤　隆会員と藤村　貴
会員によるインサイダーエクセレント例会です。

◆ニコニコボックス� 中野　委員長
　創立50周年実行委員会�岩田　委員長
　ゴルフ同好会� � 小山　代表幹事

Weekly Meeting
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◆卓話

◆ニコニコBOX

10月29日（金）
◆特別休会

◆リモートニコニコBOX
10月２日

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　伊藤　　隆会員
　　　　藤村　　貴会員

◆ニコニコボックス
坂野　信彦君� �インサイダー・エクセレント例会での先週の竹尾純一会員の卓話よ

かったです。今日は伊藤隆会員期待します。
浅井　清司君� �大矢知さん無事のご帰還おめでとうございます。益々のご活躍をお

祈りいたします。伊藤さんの本日の卓話を楽しみにいたしております。
大矢知直登君� �一部の方はご存知ですが、先週の月曜日に虫垂炎の手術を行い、な

んと木曜日の朝には退院いたしました。最近の医療技術の進歩には
驚きました。

岩田　雅之君� 伊藤隆さん、藤村貴さん、楽しいお話宜しくお願いします。
木下　俊雄君� �中岡さんクラブチャンピオンおめでとうございます。私の大きな目

標です。
中野　勝方君� 10/31は投票日です。忘れずに投票しましょう。
小林　賢行君� 中岡さんクラブチャンピオンおめでとうございます。
藤村　　貴君� �本日はエクセレント例会にて、聞き手という貴重な機会をいただき

まして、ありがとうございました。とても良い経験となります。

◆特別休会 

◆ニコニコボックス 
落合　　穣君� �昨日は誕生日祝い品の防災グッズを頂きありがとうございました。

残された50才台2年間を有意義に過ごしたいと思います。お祝い頂
きありがとうございました。
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11月５日（金）
◆会長挨拶

◆11月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

第2510回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　72名　•会場出席者　54名　

◆理事会報告

◆� 2日　小川　和彦君　
　� 6日　樋尾　庄悟君　
　� 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
（ご夫人）� 4日　伊達　敏和君　夫人　潮美様
� 5日　木下　俊雄君　夫人　文子様　　　10日　伊藤　太一君　夫人　さやか様
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

◆（配布資料）•ロータリーの友　11月号　•ガバナー月信　11月号
　　　　　　　�•ロータリー情報ミーティング開催について　•本日の卓話資料
◆（案内）�•本日、例会終了後、歴代会長会を開催致しますので、歴代会長の皆様は

金扇の間にお集まりください。•次回例会は、11月12日（金）森崎誠二
会員と坂田裕昭会員によるインサイダーエクセレント例会です。•本日は、
中岡昭彦ロータリー財団委員長による卓話です。•本日のＢGMは、イタ
リア・カンツォーネでした。

◆ニコニコボックス� 中野　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

◆担当　ロータリー財団委員会　
　　　　中岡　昭彦委員長
　演題　「ロータリー財団月間にちなんで」

◆ニコニコボックス
坂野　信彦君� �石原正敬会員、衆議院議員当選誠にお目出度うございます。中岡昭

彦会員、三重カンツリークラブチャンピオンになられ、誠に御目出
度うございます。

永田　正巳君� �衆議院選挙は非常に良い結果に終えることができました。本当にあ
りがとうございました。

竹尾　純一君� �石原さん、当選おめでとうございます。地元に貢献する代議士とし
てガンバって下さい。ついでに今日イオンモール鈴鹿に県下14番目
のケンタッキーを開店致しました。よろしく。

浅井　清司君� �中岡さんの財団の卓話楽しみにしております。一番大事なお金のお
話ですので心して拝聴させていただきます。

藤牧　正浩君� �小川さん、樋尾さん、大澤さん、石原さん、佐治さん、生川さんお
誕生日おめでとうございます！

中岡　昭彦君� 本日卓話宜しくお願いします。
田中　大補君� �石原正敬さんこの度はご当選おめでとうございます。国政にいって

もぜひとも頑張って下さい！
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◆ニコニコBOX（つづき）

11月12日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

中野　勝方君� �昨日、初孫が生まれました。おじいちゃんになっちゃいました。ちゃ
んとしなきゃ‼︎

伊達　敏和君� 私の主人、潮美の誕生日祝いを頂き、ありがとうございました。
伊藤　裕司君� �石原正敬さん衆議院選挙ご当選おめでとうございます‼︎中岡くん卓

話頑張って下さい。個人的にはロータリー財団よりクラブチャンピ
オンの話をお聞きしたいなぁと・・・。

石原　正敬君� ありがとうございました。
片岡　新二君� �先日南山カントリーでOB、池ポチャで５個も玉をなくしました。

ので5,000円をニコBOXに投入します。

第2511回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　72名　•会場出席者　52名　

◆四日市グループ会長幹事会報告（11/９）
◆�ロータリー財団表彰　ポール・ハリス・フェ
ローの表彰　→　表彰状・ピンの贈呈

　田中　大補君　　佐野　明郎君
　若林　弘樹君　　小山　晃市君

◆（配布資料）�•地区大会のご案内
◆（案内）�•次回例会は、11月19日（金）

浅井　清司会員と佐治　卓弥会員によるインサイダーエクセレント例会で
す。•本日は、森崎誠二会員と坂田裕昭会員によるインサイダーエクセレ
ント例会です。

◆ニコニコボックス� 中野　委員長
　ゴルフ同好会� � 小山　代表幹事

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　森崎　誠二会員
　　　　坂田　裕昭会員

◆ニコニコボックス
森崎　誠二君� 卓話を担当させて頂きます。
渡邉　正夫君� 森崎さん卓話たのしみにしてます。
伊藤　康彦君� �中野君のニコBOXが上手になってきました。これ以上うまくなら

ないと思いますが、まあそこそこ頑張って下さい。

Weekly Meeting
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◆ニコニコBOX（つづき）

11月19日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

森　　信治君� 森崎さん、坂田さんの卓話を楽しみにしてます。
中野　勝方君� 明日からの２日間GOLF同好会ガンバります。
生川　宜幹君� お誕生のお祝いありがとうございました。
佐治　卓弥君� �ゴルフ同好会、川奈楽しみにしています。小山さんいろいろとお世

話になります。ありがとうございました

第2512回　於・都ホテル四日市鈴鹿の間　
•総会員数　72名　•会場出席者　45名　

◆�11月15日（月）ファイヤーサイドミーティ
ングご出席のお礼

◆�11月18日（木）ガバナー杯チャリティー
ゴルフ決勝大会のご報告

◆�11月26日（金）ロータリー情報ミーティ
ングご出席のお願い

◆（配布資料）�•年末友愛例会のご案内
◆（案内）�•次回例会は、11月26日（金）ロータリー情報ミーティングです。18：

30より、都ホテル4F　伊勢の間にて行いますので、お間違えのないよう
にお願いいたします。•本日は、浅井　清司会員と佐治　卓弥会員による
インサイダーエクセレント例会です。•本日のBGMは、　バルセロナのテ
ノール（ホセ・カレーラス）　でした。

◆ニコニコボックス� 中野　委員長
　親睦活動� � 樋尾　委員長
　会員増強� � 佐々木委員長

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　浅井　清司会員
　　　　佐治　卓弥会員

◆ニコニコボックス
坂野　信彦君� �ゴルフ同好会の皆様と、52年振りに川奈でゴルフが出来、嬉しかっ

たです。浅井清司会員の卓話、楽しみにしています。
浅井　清司君� �本日のインサイダー・エクセレント例会で佐治さんのインタビュー

を受けます。今迄に出られた歴代会長さんのように内容の濃いお話
はできませんが、ロータリークラブの楽しさを若い会員の皆さんに
お伝えできれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。

Weekly Meeting



2021-202215

Weekly Meeting

◆ニコニコBOX（つづき）

11月26日（金）
◆幹事報告

◆卓話

◆中締め

◆リモートニコニコBOX
11月18日

伊藤　　隆君� �皆さん、私が悩みに悩んで「エクセレント例会」を始めた理由が今
日分かります。浅井さんの掛け軸です！今日は織田有楽斎ではなく、
東郷平八郎です！こんなの・・・うちにはないもんなぁ・・・

大矢知直登君� 久しぶりに浅井さんのお宝のお話が聞けるのを楽しみにしております。
早川　昌彦君� 浅井さんの卓話を楽しみに。
岩田　雅之君� �浅井さん、佐治さんエクセレント例会楽しみにしています。稲ちゃん、

川奈ツアー優勝おめでとう！
森　　信治君� 本日の卓話、浅井さん佐治さん楽しみにしております。
木下　俊雄君� 浅井さん、佐治さんの卓話楽しみにしています。
中野　勝方君� 浅井さん、佐治さん卓話よろしくおねがいします。
佐治　卓弥君� 浅井さん卓話楽しみにしています。宜しく御願い致します。
片岡　新二君� �川奈の１日目、大島コースのショートホールで12打叩きました。そ

のホールがダブルペリアで入り、ラッキーにも優勝してしまいました。
12打のショックでその後のゴルフも不調で立ち直れません。いつか
川奈でリベンジしたいです。中岡さん前半33と素晴らしいプレーを
見させていただきました。

伊井　雅春君� �ファイヤーサイドミーティングに参加させていただき皆さんと有意
義な時間を過ごさせて頂きました。佐々木さん伊藤さんおつかれさ
までした。

第2513回　於・都ホテル四日市伊勢の間　
•総会員数　72名　•会場出席者　52名　

◆（案内）�•次回例会は、12月３日（金）
多田　望会員と上田　浩会員に
よるインサイダーエクセレント
例会です。•本日は、ロータリー
情報委員会齋藤雅彦委員長によ
るロータリー情報ミーティング
です。•12月度理事会を12月３
日（金）11時30分より金扇の間
において開催致します。理事の方は、ご予定いただきますようお願いいた
します。

◆担当　ロータリー情報委員会
　　　　齋藤　雅彦委員長

◆藤牧　会長エレクト

◆ニコニコボックス 
渡邉　正夫君� �明日の、浅井清司会員インサイダーエクセレント例会を楽しみにし

ていましたが、久しぶりに名古屋で倉庫業界の会合あり、欠席します。
是非、楽しみにしていた卓話を後日浅井先輩教えてください。

Weekly Meeting
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Attendance Report
ゴルフ同好会

第591回
2021年８月８日（土）

四日市カンツリー倶楽部
8：00～

OUT・IN同時スタート

第592回
2021年９月11日（土）

四日市カンツリー倶楽部
8：00～

OUT・IN同時スタート

第593回
2021年10月２日（土）

四日市カンツリー倶楽部
8：00～

OUT・IN同時スタート

第594回
2021年11月14日（土）

川奈ホテル　富士コース
8：35～

OUT・IN同時スタート

OUT IN TOTAL HCP NET
優勝 伊藤　康彦 40 38 � 78 � 5 73
２位 森　　信治 42 45 � 87 14 73
３位 小山　晃市 52 51 103 29 74

OUT IN TOTAL HCOP NET
優勝 木下　卓也 43 42 85 20 65
２位 市川　嘉市 44 42 86 19 67
３位 中岡　昭彦 39 37 76 � 5 71

OUT IN TOTAL HCOP NET
優勝 野﨑　裕史 43 42 85 20 65
２位 小山　晃市 51 48 99 29 70
３位 伊達　敏和 47 47 94 18 76

OUT IN TOTAL HCOP NET
優勝 稲田　一輝 42 41 83 18 65
２位 小林　賢行 40 44 84 13 71
３位 石川　義典 41 42 83 10 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

右・下写真：第594回ゴルフ例会
　　　　　川奈ホテル　富士コース
� （2021年11月14・15日）


