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＜再びコロナ感染拡大。約２ヶ月間の臨時休会＞
新年例会とその翌週のIE例会の後、オミクロン株による感染拡大により臨時休会が続きま
した。地区大会を含め７回の休会を経て、再開は３月18日のIE例会となりました。
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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・・・2021−2022下期会費について
第四号議案・・・職場例会ついて
第五号議案・・・2022−2023年度クラブ研修リーダーについて

そ　の　他・・・�2022年度年末家族会の日程について
報 告 事 項・・・�①エスペランス四日市寄贈品について　②多様性推進小委員会・ア

ンケート集計　③ガバナーノミニー決定宣言④ロータリー文庫デジ
タル化済資料廃棄の件

次回理事会� ２月４日（金）午前11時30分～　都ホテル四日市　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・・・2021−2022下期会費納入状況について
第三号議案・・・2021−2022上期決算について
第四号議案・・・例会プログラムについて
第五号議案・・・春の家族会について
第六号議案・・・職場例会ついて
第七号議案・・・地区大会について
第八号議案・・・ガバナー公式訪問例会について
第九号議案・・・新店扶輪社親善合同例会について
第十号議案・・・2022−2023年度クラブ理事・役員名簿（案）について
第十一号議案・・米山奨学生（2022学年度）について
第十二号議案・・タイ農村部支援（グローバルグランツ活動）について

そ の 他・・・�①令和4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会報誌の現状と改良案について

報 告 事 項・・・①リース終了物件連絡　資料3011

次回理事会� ３月４日（金）午前11時30分～　都ホテル四日市　金扇の間

Board of Directors
理事会報告

１月度（第７回）
2022年1月7日（金）
　17：30～18：10

於：都ホテル四日市　金扇の間
出席者

木下　卓也　藤牧　正浩　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

２月度（第８回）
2022年2月4日（金）
　11：30～12：30

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

３月度（第９回）
2022年3月4日（金）
　11：30～12：30

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

４月度（第10回）
2022年3月25日（金）
　11：30～12：15

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

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・・・春の家族会について
第四号議案・・・ガバナー公式訪問例会ついて
第五号議案・・・新店扶輪社親善合同例会について
第六号議案・・・夏期派遣学生募集案内（2023-2024年度）について
第七号議案・・・青少年奉仕活動（こどもの日）について
第八号議案・・・2022−2023年度クラブ理事・役員名簿（変更案）について
第九号議案・・・2022年地区研修・協議会について

そ の 他・・・�①次期地区ローターアクト委員の推薦依頼　②『友』購読料改定の
件（お知らせ）　③新旧理事懇談会のお知らせ　④事務局の光ケー
ブル工事について

報 告 事 項・・・�①地区大会中止のお知らせ　②全国囲碁大会のお知らせ　③自動運
転導入検討部会趣旨書

次回理事会� 3月25日（金）午前11時30分～　都ホテル四日市　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・・・青少年奉仕活動（こどもの日）について
第五号議案・・・夏期派遣学生募集について

そ の 他・・・�①ガバナー公式訪問例会について　②春の家族会について　③新店
扶輪社親善合同例会について　④新旧理事懇談会のお知らせ　

　　　　　　　　⑤2022年地区研修・協議会について
報 告 事 項・・・�①日台ロータリー親善会議について　②『令和の寺子屋』事業・

NHK報道について

次回理事会� ５月13日（金）午前11時30分～　都ホテル四日市　金扇の間
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Weekly Meeting
例会日誌

１月７日（金）
◆会長挨拶

第2517回　於・都ホテル四日市　伊勢の間 
•総会員数　72名　•会場出席者　60名　

◆新年のご挨拶　
◆�理事会報告

◆新年例会� �於：都ホテル四日市４F　
伊勢の間

◆（案内）�•次回例会は、１月14日（金）
渡邉正夫会員と伊藤裕司会員に
よるインサイダーエクセレント例
会です。１月のお誕生祝いも次週
行わせていただきます。•本日
は新年例会です。

◆開会挨拶・乾杯　　萩　副会長
◆鏡開き　　　　　　伊藤ガバナー補佐、
　　　　　　　　　　山路PP、木下会長、
　　　　　　　　　　藤牧会長エレクト、
　　　　　　　　　　萩副会長
◆中締め　　　　　　藤牧　会長エレクト

新年例会開会の挨拶
萩文三男 副会長

新年らしい掛け軸をご紹介
浅井清司会員

祝・入会50周年記念日
山路恭三会員

新年例会の中締め
藤牧正浩 会長エレクト
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Weekly Meeting

１月14日（金）
◆会長挨拶

◆１月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

第2518回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間 
ランチレス例会
•総会員数　72名　•会場出席者　29名　

◆新年例会ご出席のお礼

◆� 3日　川島　勝士君　
　� 7日　伊藤　太一君　
　13日　服部　浩明君　
　13日　青池　隆之君　
　23日　伊達　敏和君　　
（ご夫人）
� 1日　落合　　穣君　夫人　真理子様　　� 1日　樋尾　庄悟君　夫人　亜矢様　
� 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　　　　30日　森　　信治君　夫人　伊久子様

◆（配布資料）�•ロータリーの友　１月号　•ガバナー月信　１月号　•クラブ会報
12月号

◆（案内）�•2021−2022年度下期会費納入のお願いをお送りさせて頂きました。下
期は、特別会費を頂きません。納入期限は１月末日でございますので宜し
くお願い致します。•次回例会は、１月21日（金）「クラブ協議会」です。
前半期の反省と後半期の計画を五大奉仕委員長より発表して頂きます。伊
藤ガバナー補佐にもご訪問いただきます。•本日は、渡邉正夫会員と伊藤
裕司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、
パコ　デルシア　ギター　スペイン　アンダルシア　でした。

◆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　渡邉　正夫会員
　　　　伊藤　裕司会員
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Weekly Meeting

◆ニコニコBOX

３月18日（金）
◆会長挨拶

◆２月御誕生祝の贈呈

◆３月御誕生祝の贈呈

◆ニコニコボックス
山路　恭三君� �在席50周年記念の花束をあこがれの佐々木さんよりいただき感無量で

す。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
大矢知直登君� �１月12日に無事退院いたしました。ほぼ健康状態で１週間おかゆな

ど流動食でしたので２Kg体重が減りました。とにかく本年もよろ
しくお願いいたします。

藤牧　正浩君� �川島さん、伊藤太一くん、服部さん、青池さん、伊達さん、お誕生
日おめでとうございます。

中野　勝方君� 昨年末から雪が多いですね。みなさんお体にお気をつけください。
伊達　敏和君� 誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。
樋尾　庄悟君� �妻の誕生日祝をいただき、ありがとうございました。本年もよろし

くお願い致します。
落合　　穣君� 家内の誕生日のお祝いのお花をありがとうこざいました。
伊藤　裕司君� �改めて、新年明けましておめでとうございます。今年も元気一杯・

笑顔満載でよろしくお願いいたします。
青池　隆之君� �誕生日祝いありがとうございます。本年もコロナに負けず元気にい

きましょー！
伊井　雅春君� �新年例会でのおいしいお酒の数と量にビックリ。幹事の方ありがと

うございました。来年も楽しみです。

第2519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　

◆�会場変更に関して（１テーブル４名）三重県再拡大阻止重点期間のため
◆�ガバナー公式訪問例会（４/１）ご出席のお願い
◆米山奨学生受入の件
◆�ウクライナへの人道支援金ご協力のお願い

◆� 5日　上田　　浩君　
　� 7日　齋藤　雅彦君　　� 8日　伊井　雅春君　　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
（ご夫人）� 2日　佐野　貴信君　夫人　美帆様　
� 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

◆� 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
　24日　岡本　浩延君　
　26日　小畑　英慎君　
　27日　木下　俊雄君
（ご夫人）
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

Weekly Meeting
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Weekly Meeting

◆３月金婚式祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

◆坂野�信彦会員　　　昭和47年３月５日

◆（配布資料）�•ロータリーの友　２、３月
号　•ガバナー月信　２、３
月号　•クラブ会報　１月号　•日本文化愛好会例会のご案内

◆（案内）�•ガバナー公式訪問例会（４/１）ご出欠の返信締切りが本日となってお
ります。ご返信がまだの方は、至急ご連絡ください。•次回例会は、３月
25日（金）石川義典新会員の卓話です。•４/１ガバナー公式訪問例会（夜
間例会）のため、第10回理事会を次週３月25日の例会前、11時30分より
開催します。会場は、３F金扇の間となります。理事の方は、お間違えの
ないようお集まりください。•本日は、宮﨑由至会員、石原正敬会員によ
るインサイダーエクセレント例会です。•本日のBGMは、フランス・シャ
ンソン　エディット・ピアフ　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
◆副幹事� � 岩田　副幹事（地区研修・協議会登録の件）
◆日本文化愛好会� 浅井　代表幹事

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　宮﨑　由至会員
　　　　石原　正敬会員

◆ニコニコボックス
坂野　信彦君� �金婚式のお祝い有難うございます。久しぶりの例会に出席できてよ

かったです。宮﨑由至会員、石原正敬会員のインサイダーエクセレ
ント卓話を期待してます。

永田　正巳君� コロナ陽性反応もすっきり回復し、通常生活となっております。
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Weekly Meeting

-

３月25日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

宮﨑　由至君� 家内の誕生日祝い頂きありがとうございます。
浅井　清司君� �スピーチの達人宮﨑さんと石原さんの対談を楽しみにいたしており

ます。
渡邉　正夫君� �誕生日祝いありがとうございます。令和４年は○１月６日で三昌物

産に入社して満40年の永年勤続です。○２月18日で結婚40周年で
す（？？婚かな？）　○そして３月４日で数え古希（満69歳）を迎
えました。今年新たに若返って再出発の気持ちでがんばります。ロー
タリーライフ満喫したいので皆さんよろしくお願いします。

萩　文三男君� �皆さんお久しぶりです。長いトンネルからようやく抜け出しました。
今日は宮﨑節楽しみにしています。

多田　　望君� �宮﨑さんのインサイダーエクセレント例会をとっても楽しみにして
おります。

大矢知直登君� �久しぶりに皆さんのお顔が見れてうれしいです。本日の宮﨑さんの
卓話楽しみです。

藤牧　正浩君� 誕生祝いありがとうございます。62才になりました。
小畑　英慎君� �誕生日祝い頂きありがとうございます。戦争、コロナがはやく終わ

ります様に願うばかりです。
岩田　雅之君� �本日のエクレセレント例会、宮﨑会員、石原会員楽しみにしており

ます。
西村　信博君� 戦争の無い平和な世界を願って。
森　　信治君� �２月の誕生日、お祝いをいただきありがとうございます。今後とも

皆様、よろしくお願いいたします。
稲田　一輝君� 宮﨑さん、石原さんの卓話楽しみにしています。
小山　晃市君� 誕生日祝いありがとうございます。
中野　勝方君� �みなさんお久しぶりです。２月、３月のお誕生日おめでとうござい

ます。
上田　　浩君� �お誕生日プレゼントありがとうございます。今年も楽しい１年にし

たいです。
坂田　裕昭君� 誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。
伊井　雅春君� 誕生日のお祝いありがとうございました。

第2520回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間 
•総会員数　72名　•会場出席者　53名

◆�ロータリー財団より2020−21年度表彰
　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」の表彰状
◆�明日３月26日（土）会長エレクト研修セミナーが開催され、藤牧正浩会長エレク
トが出席されます。４月22日の例会にてご報告して頂きます。

◆（配布資料）�•2023−2024夏期派遣学生募集案内について　•抜粋のつづり　
　　　　　　　•クラブ会報　１月号
◆（案内）�•先週に引き続き、ウクライナへの人道支援金をお願いしています。受付

に募金箱を用意しておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
•次回例会は、４月１日（金）17：30～ガバナー公式訪問例会です。お間
違えの無いようお願いいたします。•４/１（金）ガバナー公式訪問例会
（夜間例会）のため、次年度第１回理事会を16時より、３F金扇の間にお

Weekly Meeting



2021-20229

Weekly Meeting

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

-

４月１日（金）
◆ガバナー公式訪問例会

いて開催いたします。次年度理事の方は、お間違えのないようお集まりく
ださい。•本日のBGMは、アメリカ・ジャズ　クリフォードブラウン　
でした。

ニコニコボックス� 中野　委員長
国際奉仕� � 萩　　委員長

◆担当　石川　義典会員
　演題　「自己紹介」

◆ニコニコボックス
大矢知直登君� 石川会員の卓話が楽しみです。
川島　勝士君� 石川さん楽しみにしています。
稲田　一輝君� 石川さんの卓話を楽しみにしています。
中野　勝方君� �今週火曜日に３回目のワクチンを打ちました。翌日MAX38.3℃ま

で熱が出ました。かなりつらかったです。
伊藤　裕司君� �ウクライナに平穏な日が訪れますように！サッカー日本代表、ワー

ルドカップ出場決定おめでとうございます。
竹内　俊介君� 石川先生、今日の卓話楽しみにしてます。頑張って下さい！
片岡　新二君� �３月12日名四カントリーでプレー。17番迄82で18番で天ぷら、トッ

プ、バンカー目玉で10たたきました。ゴルフはこわいです。

第2521回　於・都ホテル四日市　伊勢の間 
•総会員数　72名　•会場出席者　60名

Weekly Meeting
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◆ニコニコBOX

４月10日（日）
◆春の家族会

◆ニコニコボックス
ガバナー�浦田　幸一様

�本日はありがとうございます。
よろしくお願い致します。

山路　恭三君� 浦田ガバナーをお迎えして。
浅井　清司君� �ガバナーのご来訪を心より

歓迎してガバナーのお仕事
にちなんだ掛軸を持参しま
した。名古屋で江戸時代か
ら12代続くお茶の家元の
字で「花簇々（はなぞくぞく）」と書かれています。禅で悟りの境地
のことだそうです。

伊藤　康彦君� 浦田ガバナーお越し頂き、ありがとうございました。
南川　　勤君� ウクライナに平和を。
野﨑　裕史君� 浦田ガバナーをお迎えして。
中野　勝方君� 浦田ガバナーよろしくお願いします。
石原　正敬君� 浦田ガバナーを歓迎致します！

◆春の家族会　
　於・斎宮歴史博物館、和田金、Vison 
•総会員数　71名　•会場出席者　37名

Weekly Meeting
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４月15日（金）
◆新店扶輪社親善合同例会

（Zoom）

◆ニコニコBOX

４月22日（金）
◆会長挨拶

◆4月御誕生祝の贈呈

第2522回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間 
•総会員数　71名　•会場出席者　42名

◆ニコニコボックス
浅井　清司君� �本日はリモートで台湾新店扶輪社のみなさんに中国語でごあいさつ

させて頂きます。掛軸は新店扶輪社会員でPPのジョー先生の作品
です。二頭の馬は四日市西ロータリークラブと新店扶輪社の友好を
表しています。

伊藤　　隆君� �今日は久しぶりに新店RCのメンバーの顔を見ることができます。
胸がワクワクしています。

中野　勝方君� 樋尾さん、春の家族会お世話になりました。
上田　　浩君� ３回目接種完了。無事ですごせますように。

第2523回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間 
•総会員数　71名　•会場出席者　50名

◆�＊ガバナー公式訪問例会（4/1）ご出席のお礼　＊春の家族会（4/10）ご出席の
お礼　＊新店扶輪社親善合同例会（4/15）　ご出席のお礼　＊地区研修・協議会
（4/16）ご出席のお礼
◆�ウクライナ支援の方法として、小川幹事制作の動画を会として公認、公開開始しま
した（西RCが著作権保有）。すでに柏東RCから例会活用許可申請がありましたの
でご報告させていただきます。

◆� 7日　佐々木薫子君　　28日　若林　弘樹君　
　29日　伊藤　裕司君
（ご夫人）�
� 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

Weekly Meeting

Weekly Meeting
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◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

◆（配布資料）�（前回4/15例会にお配り済み）•ロータリーの友　４月号　•ガバナー
月信　４月号　•第91回ファイヤーサイドミーティング開催のご案
内　•会員誕生日プレゼント出品者募集のご案内
（本日の配布資料）•ロータリー情報ミーティングについて　•名簿
作成資料と同好会確認についてのお願い

◆（案内）�•引き続き、ウクライナへの人道支援金をお願いしています。受付に募金
箱を用意しておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。•四日市
グループ親睦ゴルフ大会の申し込みが本日迄となっております。ご参加予
定の方は、事務局までご連絡ください。•次回例会は、５月13日（金）
12：30～　坂野信彦会員、伊達敏和会員によるインサイダーエクセレン
ト例会です。•５月13日（金）11：30より第11回理事会、例会終了後
13：30より次年度第２回理事会をいずれも３F金扇の間において開催い
たします。理事の方は、お間違えのないようお集まりください。•４/29
～５/８　事務局閉局とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
•本日は、藤牧正浩会長エレクトによる「会長エレクト研修セミナー報告」
です。•本日のBGMは　イングランド　クリス・レア　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
副幹事� � � 岩田　副幹事
ゴルフ同好会� � 小山代表幹事

◆担当　藤牧　正浩会長エレクト
　演題　�「会長エレクト研修セミナー報告」

◆ニコニコボックス
伊藤　　隆君� �コロナに絶対負けない・・・という口実で、毎週思う存分楽しんで

います。今月の第１週目は「吉野の千本桜」に行ってきました。２
週目は、京都南座で開催中の「都をどり」を楽しみ、今週は、日本
文化愛好会の企画で、名古屋御園座で「歌舞伎」を見ました。来週は、
吉川英治の「宮本武蔵」に出てくる吉野太夫で有名な「常照寺」に
祇園の舞妓はんと一緒に行く予定です。コロナに絶対負けへん！

多田　　望君� �久々の家族会の開催ありがとうございました。楽しかったです。親
睦委員会の樋尾委員長、坂田副委員長、委員の皆様、おつかれさま
でした。

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。
今日卓話よろしくおねがいします。

小畑　英慎君� �先日ある事情で秋篠宮紀子様に接見してきました。終始笑みをたた
え、お話をしていただきました。赤坂東邸でしたが、とても質素な
つくりでしたが、お庭がとてもきれいでした。

若林　弘樹君� �今月28日で55才になります。お誕生日のお祝い、本当のにありが
とうございます。今後も奉仕の精神を心がけて頑張ります。

中野　勝方君� �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。
伊藤　裕司君� �お誕生日プレゼントを頂き、ありがとうございます。前期高齢者の

仲間入りですが、まだまだ「仕事」と「夜のおさんぽ」を楽しみた
いと思います。お誘いよろしくお願いいたします。

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。
伊藤　太一君� �先日の地区研修ご一緒いただいた皆さまありがとうございました。

いろいろ勉強になりました。
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◆会長・木下 卓也
本来の例会会場でのクラブ協議会を開催させていただくことができませんので、文書で皆様に前半期プログラ

ムの振り返りと後半期に向けての方針をお伝えしたいと思います。

新型コロナ感染拡大のために臨時休会、振替開催、プログラム変更がたくさんありました。各プログラムを担
当する委員長、委員会の皆さんに事業内容の変更をお願いすること、卓話担当の皆さんに急な日程変更をお願い
することがありました。

恒例となっていました一日里親活動と秋の家族会は中止になりましたし、５年に一度の主幹クラブとしての５
クラブ合同ガバナー公式訪問例会とIMの開催も中止になりました。10月開催予定であった職場例会は延期になっ
ています。各事業の立案には委員会を開催し、個々の準備や作業をしていただき、資料もたくさん作っていただ
きました。大変な時間と労力を使って頂いたにもかかわらず中止となりましたことは残念でなりません。
ランチレスでの例会も開催しました。年末の家族会もメンバーだけの友愛例会といたしました。このような形

式での開催は初めてのことで不安もございました。今年度はインサイダーエクセレント例会を開催させていただ
いております。先輩方々のご体験やクラブに関わる様々なことをお話しいただきました。ご登壇頂きました卓話
担当の皆様に感謝申し上げます。
�
皆さんのご理解とご協力を頂きましたことに大変感謝いたします。

これからの半年もコロナ感染症対策に振り回される事が安易に予想されますが、前半期同様できる限りのプロ
グラムをできる方法で開催していきます。楽しくも高潔な四日市西ロータリークラブが元気に継続していきます
ようにお力添えください、皆様にお世話になります。よろしくお願いいたします。

◆幹事・小川 和彦
コロナ騒動が続いています。水谷会長・服部幹事、そして大矢知会長・齋藤幹事、創立50周年実行委員会の

皆さま、また各種事業に尽力されました委員長の皆さま、事務局の井垣さんに、この場をお借りしまして感謝を
申し上げますとともに、改めてお疲れ様でしたとお伝えしたいと思います。また、近年ご入会された皆さまにお
かれましては、四日市西RCの良いところを思いきり感じていただける機会が遠くなっておりますこと、大変心
苦しく思っております。

本年度こそはと正常化を願う一方で、唐突にアフターコロナと呼ばれるような環境になるはずもないと想定し
ておりました。木下会長のご方針を基盤としつつ、「積極的プランB」を指針として、各種の企画及び運営におき
ましては環境に逆らわず、できることを最大限に、そして前向きに行う覚悟を持って前半期を進んでまいりました。

クラブ協議会
Club Assembly

休会 ◆臨時休会� �� 1月21日（金）・� 1月28日（金）・� 2月� 4日（金）・� 2月18日（金）・
� � � 2月25日（金）・� 3月� 4日（金）・� 3月11日（金）
◆法定休日� �� 2月11日（祝）
◆変　　更� � 4月� 8日（金）→� 4月10日（日）春の家族会に変更
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ちなみに、幹事報告におけるBGMの選択とご紹介は、齋藤幹事による翌週のランチメニューご紹介に触発さ
れたものです。多くのことが内向きに偏っている中で、少しでも外向きの要素を取り入れようということで、「音
楽で世界旅行」をテーマにしようと思いついたのは良かったのですが、毎回の例会内容に相応しいものを選出し
ようとするうちにダンボール６箱分のCDを自費購入することになり、その膨大な試聴のために自宅のCDプレー
ヤーが耐えきれず、買い直すというようなこととなりました。それはそうと、都ホテル四日市の音響ご担当の方
には毎回の音量調節等、大変お世話になっておりますこと、合わせてご報告いたします。

さて、後半期におきましては、ガバナー公式訪問例会、新店中継例会、春の家族会などのイベントが予定され
ております。せめて集合写真の撮影ができるようであってほしいと願いながら、各委員長とともに進んで参りま
す。また、次年度への引き継ぎや事務局の負担軽減のための環境整備も重要な仕事と考えております。引き続き
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

◆クラブ奉仕委員長・岡本 浩延
前半期はコロナ感染拡大の影響により例会が８月中旬より９月末まで臨時休会と成り10月24日に予定してお

りました秋の家族会も中止、年末家族会においては会員のみの開催と成りました。
この状況の中、何とか例会を開催するためにランチレス例会を10月より開催致しました。休会中においては「リ

モートニコBOX」の設置を行い多数の会員よりご投稿頂きました。

また今年度オリエンテーションの推進を図るために「インサイダーエクセレント例会」を開催いたしました。
歴代会長経験者の会員、入会10年未満の会員の方にはご協力を頂き貴重なお話を聞かせて頂いております。

後半期におきましても感染拡大の影響は続くと思われますが出来る限り例会の開催と春の家族会の実施を進め
る所存でございます。引き続きご協力を賜りますようにお願い申し上げます。

◆職業奉仕委員長・早川 昌彦
水谷PP後半期より続く新型コロナによる影響は、木下会長の代まで重くのしかかり、10月に行う予定だった

職場例会も中止せざるを得なくなりました。

我がクラブの事業の大半が中止あるいは規模縮小であったりランチレス例会を余儀なくされたことは非常に残
念に思います。

年末に向けて感染者も減少傾向にあり、四日市市も感染者ゼロの日々が続き、今度こそと期待を持ちながら２
月の職場例会の準備に取り組んできましたが、オミクロンの影響で再び感染拡大が進みクラブ協議会の開催もで
きなくなりました。

２月の職場例会に関してはお相手のこともありますので、慎重に検討し最終的には理事会で判断して頂きたい
と思います。�

皆様も十分お気をつけ下さい。

◆社会奉仕委員長・木下 俊雄
新型コロナウイルス禍の中、昨年は年２回の緊急事態宣言が三重県にも発出され、２年続けて社会奉仕活動で

ある、エスペランス四日市の子供達との交流支援活動が中止となってしまいました。
四日市西ロータリークラブとして、何かお役に立てることはないか協議を行い、予算内で施設側の今必要なも

のを選んでいただきご購入いただきました。
去る、令和３年12月17日に、エスペランス四日市白井施設長、当クラブから木下会長、小川幹事に出席頂き、

目録の贈呈式を行い、社会奉仕活動とすることといたしました。
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後日施設側から感謝の手紙も頂きましたので例会時回覧させて頂きます。�今後も変異株の感染拡大が懸念さ
れるところではありますが、後半の青少年奉仕委員会の事業への協力と新たな社会奉仕活動の模索に注力してい
きたいと考えています。

◆国際奉仕委員長・萩 文三男
2021−2022年度国際奉仕委員会では、以下の通り活動計画を立てました。
１、国際青少年交換学生の派遣と受入れ
２、台湾新店扶輪社との協同活動による青少年短期交換学生の派遣と受入れ
３、ロータリー財団、米山記念奨学会の各委員会と連携、協力し国際奉仕を推進する
ロータリー財団：財団への寄付一人当たり＄150

ポリオプラス一人当たり＄40
米山記念奨学会：米山記念奨学会への寄付一人当たり8,880円

４、台湾新店扶輪社とのオンライン合同例会の開催

前半期の反省としまして、昨年度より拡大し続けております「新型コロナウイルス感染」により、交換学生の
派遣及び受入れが実施できず又、３月下旬に計画しております青少年短期交換学生の派遣と受入れも現段階では
オミクロン株の感染拡大の中、実施が危ぶまれている状況です。期待されている交換学生の方々には、大変申し
訳ない心情であります。
後半期の計画では、現在４月15日（金）Zoomを活用した、新店扶輪社とのオンライン合同例会開催の準備を

進め新店扶輪社の担当、陳さんとリモート会議を重ねている状況です。どうぞご期待下さい。

◆青少年奉仕委員長・水谷 将紀
今年度、青少年奉仕委員長を仰せつかりました水谷将紀です。2021年３月度のRI理事会で「2022年６月30日

まで青少年プログラムを一時休止する」という決定が下された中、始まりました今年度の青少年奉仕活動ですが、
リアルな青少年交換が出来ない中、地区ではオンラインによるバーチャル交換が提案されリアル交換に代わる新
たな交換プログラムの実施・立案に取り組まれています。�
現地に出向くことなく他国の文化や地域の人々とオンラインで交流する機会を若い人々�に提供することがで

きるバーチャル交換は外国に出向いて世界中の異なる視点を持った�人々と対話や交流を行うのと同じくらい貴
重な体験が得られるプログラムです。リアルな交換が中止となる中改めてその価値が見直されています。
コロナ渦で青少年奉仕活動が制限される中、オンラインではありますが、委員会の開催など積極的に参加し多

くの学生にロータリーの青少年交換プログラムの素晴らしさを体験してもらうべく残り半年も頑張っていきたい
と思います。
この委員会に関わる全ての学生のフォロー、同時に海外留学生を受け入れて下さるホストファミリーのお役に

立てるよう、参加する若者の「命」と「安全」を守ることを最優先に、青少年交換プログラムの実施に向け活動
を続けて参りますので今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

*************************************************************************************************************
ご講評
◆四日市グループガバナー補佐・伊藤 康彦 様
新型コロナ感染拡大のために、９月に開催予定であった、５クラブ合同ガバナー公式訪問例会とIMの中止を

はじめ地区の行事やセミナーなども、変更中止を余儀なくされました。同様に四日市西RCも臨時休会、振替開催、
プログラム変更がたくさんありましたし、ランチレスでの例会も開催され、前半期の行事の殆どが中止変更となっ
たその中でも、会長はじめ会員が適切で迅速な判断で、今できることを最も有効な形でクラブ運営がなされてい
ると思います。しかし、近年入会された会員の皆さんにおかれては、四日市西RCの良いところを十分に感じて
いただける機会が少なかったことが残念ですが、それぞれロータリーに在籍する意義と目標を持たれて能動的に
交流されることをお願いします。
楽しくも高潔な四日市西RCが元気に継続していきますように協力して参りましょう。
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ゴルフ同好会
第596回

2022年1月16日（日）
四日市カンツリー倶楽部

9：50～
OUT・IN同時スタート

第597回
2022年2月13日（日）

四日市カンツリー倶楽部
10：00～

OUT・IN同時スタート

第598回
2022年3月12日（土）

四日市カンツリー倶楽部
9：03～

OUT・IN同時スタート

第599回
2022年4月2日（土）

四日市カンツリー倶楽部
9：03～

OUT・IN同時スタート

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 森　　信治 40 46 86 14 72

２位 小林　賢行 42 43 85 12 73

３位 石川　義典 46 40 86 10 76

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 山崎　　博 50 44 � 94 18 76

２位 市川　嘉市 45 47 � 92 14 78

３位 小山　晃市 55 50 105 27 78

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 小林　賢行 45 43 � 88 12 76

２位 石橋　誠志 48 53 101 22 79

３位 水谷　愼志 58 57 115 30 85

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 小林　賢行 44 44 � 88 10 78

２位 石橋　誠志 47 53 100 22 78

３位 水谷　愼志 55 56 111 30 81

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


