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＜2021−2022年度・最終例会＞
新型コロナウイルスの第五波、六波の影響を受けた年度が終わりました。例会予定42回のうち、
点鐘の回数は昼24回、夜５回、春の家族会の１回を合わせて、開催は30回でした。国や県により
発表される指針に対応するため、６回のイベント中止、５回のランチレス例会、９回の臨時休会、
３回のオンライン理事会など、いずれもギリギリの開催判断となりました。
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会長就任挨拶
2022-23年度　会長

藤牧　正浩

この度、四日市西ロータリークラブの第52代
会長を仰せつかり、誠に光栄に存じますと共にそ
の重責に身の引き締まる思いでございます。クラ
ブの伝統を継承しつつも変化を受け入れ、新し
い一歩を踏み出したいと考えております。皆様の
ご指導ご鞭撻を宜しくお願いします。

2022−2023年度ＲＩ会長は、カナダのジェニ
ファー・ジョーンズ氏で117年目にして初めての
女性会長。そしてテーマは「IMAGINE ROTARY

（イマジン・ロータリー）」、“想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。私たち
は毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っています”と仰っています。2022
／１／20のテーマ講演の中で、ソ連のアフガニスタン侵攻のときの話、ベルリンの壁崩壊
のことを回想し、最後に、だからこそIMAGINE ROTARYと結んでいます。その後で２／
24ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、より色濃く印象に残るテーマになりました。

また、第2630地区の2022−2023年度ガバナーは高橋伸治氏、地区スローガンを「ロータ
リーの心と原点を大切に、描こう明るい未来を」とされ、ロータリーの心とは“寛容の心を
基盤とした友愛と信頼”と説明されました。その中の「寛容」というキーワードは近年特に
重要になってきたと感じており、分断や争いのない平和で穏やかな社会を願ってやみません。

さて、３年目に入った新型コロナ感染症ですが、収束に向かい社会は正常化していくとい
う年度になります。PETSや地区研修・協議会もリアルで開催され、地区大会もフルスペッ
クでの開催計画が進んでいます。

そんな中、ウクライナ戦争が長引きそうな様相を呈し、その影響は多岐にわたり全世界に
及んでいます。少なからず懸念事項はありますが、当クラブでは正常化に向けて動きだそう
と思います。基本的にはRIのテーマ、地区の方針と目標に沿って活動を進めていきますが、

「拘らず、偏らず、程々に」という方針で柔軟に対応していきたいと考えております。従来
から推進してきた活動は引き続き掲げておりますが、特に例年にない活動は下記のとおりです。

・女性会員２名増（女性会員率８％を目指そう）
・オンライン卓話の活用（視野を広げてみよう）
・新店扶輪社創立40周年記念行事への参加
・四日市グループ親睦チャリティーゴルフ大会の主管
・クラブ定款・細則・内規の改定（2022年度手続要覧に基づく）

１年間、どうぞ宜しくお願い申し上げます。m(_ _)m

幹事就任挨拶
2022-23年度　幹事

岩田　雅之

2022〜2023年度、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。
新型コロナウイルスの感染拡大により多くの事業の開催が制限されて参りましたが、よう

やく通常通りの行事、例会が開催出来そうです。
2630地区高橋ガバナーの方針でもあります「ロータリーの心と原点」を大切に、描こう

明るい未来を。の原点「人づくり・真のロータリアンを育てる事」を尊重しつつ、藤牧会長
のもと明るい未来が創造できる会運営に努めてまいります。

方針　１．クラブ運営：四日市西ロータリークラブの伝統でもあります「明るく楽しいクラブ」
を継承しつつ、会員が和をもって魅力的なクラブ運営に努めてまいります。また会員増強に
つきましては、2630地区ガバナーより提唱されております女性会員の増強にも注力してま
いります。　２．例会運営：本年度は、ゲスト／ビジターの受付も再開されますので、SAA
やプログラム委員長としっかり連携をとり、適切かつスムーズな運営を心掛けてまいります。
特にオンライン卓話やオープン例会などの企画は、準備に準備を重ねながら進めたいと思
います。　３．委員会活動：五大奉仕委員長はもとより、小委員長／副委員長とのコミュニ
ケーションも密にとり、魅力的で楽しい委員会活動となりますよう企画、運営に努めてまい
ります。　４．RI／地区及び四日市グループとの連携：RIテーマと地区方針や目標を理解
して、地区行事への積極的な参加と5ロータリーの連携を図り、2630地区の発展と四日市グ
ループの友好を深めてまいります。さらに本年度は四日市グループ親睦チャリティーゴルフ
大会の主管をさせていただきます。

本年度はコロナ収束による正常化に加えて、台湾新店扶輪社創立40周年や2022年度手続
要覧に基づく「クラブ定款・細則」の改定など、５年に一度、３年に一度の重要な事業も
予定されており、多忙な一年となりそうです。会員皆様のご理解とご協力を賜りますよう何
卒宜しくお願い申し上げます。

2



2022-20233

会長退任挨拶
2021-22年度　会長

木下　卓也

一年間にわたり皆様にはたいへんお世
話になりました。就任前には長いであろ
うと思っていた一年も過ぎてしまえばあっ
という間の一年とも感じます。こうして
無事に、会長を退任することができまし
たことに、心より感謝申し上げます。

理事の皆様にはたくさんのご意見とご
指導をいただきました。それぞれの事業
を担当する委員長、委員の皆様に大変なお力添えをいただきました。卓話を
お世話いただいた皆さまには貴重なお話を頂きました。また、事務局の井垣
さんには献身的なサポートを頂きました。皆様のおかげで充実した会長とし
ての一年を送ることができましたことにあらためて感謝申し上げます。

会長は退任しますが、これからも会員の一人としてよろしくお願い申し上
げます。

幹事退任挨拶
2021-22年度　幹事

小川　和彦

コロナ、３期目が終わります。接する相手を罹患させてはいけない、クラ
スターを発生させてはいけないという緊張がついてくる中での運営でした。
第一波をご経験された水谷会長、服部幹事、そして第二、三、四波をご経験
された大矢知会長、齋藤幹事、そして50周年実行委員会の皆さまにおかれま
しては、先行きの見えない中で、様々な想いが刻まれたものと存じます。皆
様のご経験と環境整備のおかげでまっすぐに進むことができました。この場
をお借りしまして感謝を申し上げます。さて第五、六波の影響を受けました
本年度は、伝統の襷をつなぐことが精一杯でしたが、つつが無く終わりを迎
えることができます。

素晴らしかったのは、親睦委員会の皆様のご活躍です。家族会や友愛例会
はもちろんのこと、毎週の例会の準備から片付けに至るまで、細やかな気配
りと機能的な動きによって運営を支えてくださいました。

その運営をさらに支えていたのは、理事、クラブ研修リーダー、そして事
務局の存在です。とても心強いものでした。そして、木下会長には、細かな
舵取りをさせていただける中で、要所はしっかりと締めてくださる安心感と
温かさを感じていました。

木下会長が形にされました、四日市西ロータリークラブを象徴する言葉は、
皆様の51年の伝統によって自ずと現れたものだと思います。自分はこの言葉
を一度も口にしませんでした。いつかその本質がわかるときが来たらと願い、
大切な目標と捉えているからです。

皆様に、心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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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・・・第45回インターアクト年次大会について
第四号議案・・・21−22年度の休会、退会、入会について
第五号議案・・・デジタル機器の刷新について
第六号議案・・・21−22年度の決算の展望と還付について

そ　の　他・・・ ①2021−22 地区大会分担金および登録料返金について　②米山補
助金について　③大四日市まつり・花火大会について

報 告 事 項・・・ ①夏期派遣学生募集について　②職場例会の延期と表彰について

第2524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　

◆理事会決定事項のご連絡
◆こどもの日社会奉仕活動報告（５月５日）
◆ 2022年４月より、米山奨学生を当クラブ

で受け入れることになりましたので米山奨
学生　ドアン　ティ　ホン　ニュンさんの
カウンセラーを佐々木　薫子会員にお願い
しました。ロータリー米山記念奨学会より、
カウンセラー委嘱状が届いておりますので、お渡しさせて頂きます。

◆米山奨学金の贈呈　　ドアン・ティ・ホン・ニュンさん

◆ 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）
 2日　上田　　浩君　夫人　美奈子様　　12日　水谷　愼志君　夫人　淳子様　
18日　片山　穰二君　夫人　郁穂様　　　20日　片岡　新二君　夫人　純子様
25日　石原　正敬君　夫人　恵美様　　　26日　山路　恭三君　夫人　陽子様

◆（配布資料） •ロータリーの友　５月号　•ガバナー月信　５月号　•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）

◆（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。•春の家族
会登録料、四日市グループ親睦ゴルフ大会登録料（自己負担金2000円）
を集金しています。よろしくお願いいたします。•次回例会は、５月20
日（金）12：30〜山路恭三会員、木下会長によるインサイダーエクセレ
ント例会です。•例会終了後13：30より次年度第２回理事会を３F金扇
の間において開催いたします。理事の方はお集まりください。•本日は、

Board�of�Directors
理事会報告

６月度（第12回）
2022年6月3日（金）
　17：30～18：15

於：プラトンホテル四日市
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

例会日誌
５月13日（金）

◆会長挨拶

◆５月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

Weekly�Meeting
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Board�of�Directors

◆委員長報告

◆卓話

◆ゲスト

◆ニコニコBOX

１月14日（金）

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。•本日のBGMは、ネイティ
ヴアメリカン・ナバホ族の音楽で
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
◆副幹事　　　　　　岩田　副幹事

◆インサイダーエクセレント例会
　担当　坂野　信彦会員
　　　　伊達　敏和会員

◆米山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさん

◆ニコニコボックス
山路　恭三君 妻の誕生祝いを戴きましてありがとうございます。
坂野　信彦君  インサイダーエクセレント例会の卓話をさせていただきます。興味

あるお話になればと思っています。どうぞよろしくお願いします。
永田　正巳君 何かとお世話になっております。
竹尾　純一君  ゴルフ同好会600回記念でガバナー補佐を押えて３位に入りました。

うれしい！
浅井　清司君  600回記念ゴルフ例会に参加させていただきまして感謝感激いたし

ました。坂野先生の本日の卓話を楽しみにしております。
市川　嘉市君  坂野先生の卓話‼インサイダーエクセレント例会を楽しみにしてお

ります。
多田　　望君 お誕生日祝いをいただきありがとうございます！
水谷　愼志君 家内の誕生日祝いを頂きまして。
大矢知直登君 誕生日プレゼントありがとうございます。

右写真： インサイダーエクセレント例会
の様子。

　　　　坂野PPと伊達会員
 （2022年５月13日撮影）
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Weekly Meeting

５月20日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

藤牧　正浩君  多田さん、早川さん、大矢知さん、稲田さん、お誕生日おめでとう
ございます。

西村　信博君  ウクライナの事もあり、初めて国境なき医師団に寄附させていただ
きました。早く戦闘が終って欲しいです。

石橋　誠志君  先日のゴルフ同好会、600回記念でハンディに助けられ優勝させて
頂きました。ありがとうございます。

佐々木薫子君 来週のファイヤーサイド、宜しくお願い致します。
田中　大補君  ドアンちゃん、ようこそ西RCへ。これからよろしくお願いしますネ。

楽しみましょう。
片山　穰二君  妻の誕生日プレゼントを頂き、ありがとうございます。これをもら

うために久し振りに出席したようになってしまいお恥ずかしい限り
です。

中野　勝方君  多田さん、早川さん、大矢知さん、稲田さん、お誕生日おめでとう
ございます。

上田　　浩君 妻のお祝の花ありがとうございます。
佐治　卓弥君 坂野さん、伊達さん、卓話楽しみにしています。
伊藤　太一君  小山さん、藤村さん、先日のゴルフご一緒いただきありがとうござ

いました。そして118打で猛打賞までいただきありがとうございま
した。

第2525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　

◆ 次期会員増強研修セミナー（５/14）ご出
席のお礼

◆ 第91回ファイヤーサイドミーティング（５
/18）ご出席のお礼

◆新会員入会式
　木下会長より、ロータリーバッジの授与
　亀田　陽司君
◆ロータリー財団より表彰品が届きましたので表彰させて頂きます。
　＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（６）　→　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（５）　→　ピンの贈呈 浅井　清司君
　＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（１）　→　ピンの贈呈 多田　　望君
　＊ポール・ハリス・フェロー　→　表彰状・ピンの贈呈 伊達　敏和君
       中野　勝方君

◆（配布資料） •会員誕生日お祝い品選択のご案内　•「ロータリーの友」購読アンケー
トのお願い

◆（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。•春の家
族会登録料、四日市グループ親睦ゴルフ大会登録料（自己負担金2000円）
を集金しています。よろしくお願いいたします。•次回例会は、５月27日（金）
12：30〜「クラブ協議会」です。四日市グループガバナー補佐　伊藤康
彦様にもご訪問いただきます。•本日は、山路恭三会員、木下卓也会長に
よるインサイダーエクセレント例会です。•本日のBGMは、ハンガリー
の音楽でした。

Weekly�Meeting
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Weekly Meeting

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

◆ニコニコボックス 中野　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　山路　恭三会員
　　　　木下　卓也会長

◆ニコニコボックス
山路　恭三君  本日は卓話をさせて戴きます。よろしくお願いします。どうぞお眠

り下さい。
竹尾　純一君 山路さんの卓話、楽しみにしています。
小川硬一郎君 かろうじて後期高齢者運転免許更新テストに合格出来ました。
渡邉　正夫君  山路さん、卓話楽しみにしております。伊達さん、おめでとうござ

います。孫はかわいいですね。
市川　嘉市君  山路さん今日の卓話、インサイダーエクセレント例会を楽しみにし

ています。
岩田　雅之君  亀田陽司会員、四日市西RCへようこそ。山路会員、木下会長、本

日のエクセレント卓話大変楽しみにしております。
森　　信治君 木下会長、山路さんの卓話を楽しみにしております。
木下　俊雄君  娘が４月に入籍しました。それも授り婚。８月にはおじいちゃんに

なります。突然の展開に戸惑うばかりとは言え、二人で楽しい家庭
を作ってもらいたいです。おめでとう。

南川　　勤君 山路さんのインサイダーエクセレント例会楽しみです。
加藤　真弓君 恭三さん、卓話楽しみです。脱線してくださいねー！
若林　弘樹君 山路さん、木下会長、インサイダーエクセレント例会頑張って下さい。
中野　勝方君  明日、明後日に三重県建具協同組合の建具展示会が伊賀で開かれま

す。よろしければ、お越しください。
伊達　敏和君  初孫が誕生しました。小畑先生に女の子を取り上げて頂きました。

これで我家は母も妻も長女も次女も三女も孫も女でそろいました。

右写真： インサイダーエクセレント例会
の様子。

　　　　山路PPと木下卓也会長
 （2022年５月20日撮影）
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Weekly Meeting

5月27日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ゲスト

第2526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

◆ ゲストへの謝辞
　四日市グループガバナー補佐　
　　伊藤　康彦様
　四日市グループ次期ガバナー補佐
　　伊藤　友一様

◆（配布資料） •クラブ会報５月号（印刷版）
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。•2022−2023年度
次年度委員会合同研修会資料　•社会奉仕活動のお知らせ

◆（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。•春の家
族会登録料、四日市グループ親睦ゴルフ大会登録料（自己負担金2000円）
を集金しています。よろしくお願いいたします。•次回例会は、６月３日（金）
18：30〜　ロータリー情報ミーティングです。会場は、プラトンホテル四
日市　４F　ヴェネチアホールです。お間違えの無いようお集まりください。
夜間例会となりますので、６月のお誕生祝いは、10日（金）第２例会で行
います。よろしくお願いいたします。•本日は、「クラブ協議会」次年度委
員会合同研修会です。四日市グループガバナー補佐　伊藤康彦様にご講評
をいただきます。•本日のBGM、ここまでは、マレーシア・シーラマジッ
ド、この後は岩田副幹事のリクエストにより、”イマジン"をお送りします。

ニコニコボックス 中野　委員長
ロータリー情報  齋藤　委員長

◆担当：岩田　雅之副幹事
　　　　「クラブ協議会」
　

◆四日市グループガバナー補佐　　　伊藤康彦様
◆四日市グループ次期ガバナー補佐　伊藤友一様

右写真： 次年度委員会合同研修会
 （2022年５月27日撮影）
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Weekly Meeting

◆ニコニコBOX

６月３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
四日市グループ次期ガバナー補佐 伊藤　友一様

ガバナー補佐予定者として、事前訪問させていただきます。
四日市グループガバナー補佐 伊藤　康彦様

今日はよろしくお願いします。
伊藤　　隆君  TV番組「サンデードラゴンズ」の司会の若狭敬一さんには伊藤隆さん

会長時、エクセレント例会でお話頂きましたが、この度「フェアか、ファ
ウルか？」という本を出版され、サイン付きで１冊送って来て下さいま
した。お礼に電話して「料亭で一杯やりませんか？とお誘いしましたら、
アナウンス部でコロナ感染者が出ており、CBCスタッフ一同「会食自粛
中」とのことでした。やっぱり、コロナ禍が早く収まらないとダメですね！

多田　　望君  木下・小川丸もいよいよ潮岬を通過し、伊勢湾へ入ってきましたネ。
四日市港への無事着岸をお願いいたします。

岩田　雅之君 本日、クラブ協議会。皆様どうぞ宜しくお願いいたします。
上田　　浩君 暑くなってきました。健康に気をつけましょう。

第2527回　
於・プラトンホテル四日市　ヴェネチアホール
•総会員数　72名　•会場出席者　51名

◆ 理事会決定事項の報告
◆ 第27回四日市グループ親睦ゴルフ大会
（5/31）ご参加のお礼

◆米山奨学金の贈呈　
　ドアン・ティ・ホン・ニュンさん

◆（案内） •次回例会は、６月10日（金）
樋尾庄悟親睦活動委員長による
卓話です。•次年度第３回理事会
を６月10日（金）13時30分より
金扇の間において開催致します。次年度理事の方は、ご予定いただきます
ようお願いいたします。•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。•本日のBGMは、齋藤委員長の
リクエストにより、"Ｉ　will　be　there"に続き、約51年前のヒットソング
をお送りいたします。

ニコニコボックス 中野　委員長

◆担当： ロータリー情報委員会
齋藤　雅彦委員長

　　　　 「ロータリー情報ミー
ティング」

Weekly�Meeting

右写真： R情報ミーティング・
　　　　齋藤委員長による卓話
 （2022年６月３日撮影）

藤牧会長エレクトによる
R情報ミーティング中締めの挨拶
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Weekly Meeting

◆乾杯

◆中締め

-

６月10日（金）
◆会長挨拶

◆６月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

水谷（愼）PP

藤牧　会長エレクト

第2528回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間�
•総会員数　72名　•会場出席者　46名

◆ ロータリー情報ミーティングご出席のお礼

◆15日　西村　信博君　　
　19日　森崎　誠二君　
　23日　小川硬一郎君　喜寿祝　
　25日　佐野　貴信君
（ご夫人）
 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　６月号　•ガバナー月信　６月号　•第27回四日
市グループ親睦ゴルフ大会結果（ご参加者のみ）•「映像地区大会」
USB（地区大会ご登録者のみ）

◆（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。次回例会は、
６月17日（金）12：30〜　今年度最終例会です。•本日は、樋尾庄悟親睦
活動委員長による「2021−2022年度親睦活動報告」です。•本日のBGM
は、ロータリー国際大会の開催地にちなんで、テキサスの音楽でした。

ニコニコボックス 中野　委員長

◆担当：親睦活動委員会　樋尾　庄悟委員長
　演題　「2021−2022年度親睦活動報告」

Weekly�Meeting

右写真： 樋尾親睦委員長による卓話。
家族会、友愛例会のみならず、
一年間の例会を振り返る内容で
した。

 （2022年６月10日撮影）

親睦委員の伊井会員と伊藤太一会員
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Weekly Meeting

◆ニコニコBOX ◆ニコニコボックス
竹尾　純一君  家内の誕生祝いをいただきました。また５クラブゴルフで２位にな

りましたので‼
小川硬一郎君  誕生祝を頂き有難うございます。23日で満77才で喜寿を迎えます。

尚、来月17日で家内が満70才で古希を迎え、夫婦そろって祝いの
年です。尚一層精進してまいります。

浅井　清司君  いよいよ今年度も残り１回となりました。木下会長、小川幹事ご苦
労様でした。本日も元気で例会に出席できて感謝です。

伊藤　　隆君  私は現在40肩で苦しんでいます。その話を聞いた、ある人が言いま
した。「左の肩が40肩で、右の肩が40肩なら、80肩とちゃ〜うんか？？」
ん〜、年齢から言って、なんとなく当たっているような気がします。

市川　嘉市君  ニコBOX委員長中野様、一年間ご苦労様でした。来年度も新たな
活動をお願いします。

水谷　愼志君 年末調整です。
藤牧　正浩君  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 年末調整です。
小畑　英慎君 年末調整です。
佐野　貴信君 お誕生日のプレゼントありがとうございました‼
小川　和彦君 樋尾親睦委員長の卓話が楽しみです。
齋藤　雅彦君  今年度も色々とお世話になりました。次年度は社会奉仕でがんばり

ます。
森　　信治君 本日の卓話、樋尾委員長、楽しみにしております。
石橋　誠志君  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。
野﨑　裕史君  ５月27日深夜に長男夫婦に第１子が生まれました。とうとうじじい

になりました。女の子でとてもかわいいです。
佐々木薫子君 今年度も残すところあと２回。楽しみます。
稲田　一輝君 年末調整です。
小山　晃市君 木下会長、小川幹事、ご苦労様でした。有終の美を飾って下さい。
樋尾　庄悟君  ６月誕生日の西村さん、森崎さん、小川さん、佐野さん、おめでと

うございます。本日卓話をさせていただきます。よろしくお願い致
します。

生川　宜幹君 年末調整です。
上田　　浩君 元気です。
坂田　裕昭君  樋尾委員長、１年間おつかれさまでした。副委員長としてお力にな

れたか？分かりませんが楽しく行えました。卓話ガンバってください。
伊藤　裕司君  本日は「一粒万倍日・天赦日」です。今後の為に何を始めようか考

え中です。皆さまも素敵な１日をおすごし下さい。
佐治　卓弥君  西村さん、森崎さん、小川さん、佐野さん、御誕生日おめでとうご

ざいます。
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Weekly Meeting

６月17日（金）
◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆クラブ協議会

第2529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

◆ 今年度最終例会ご挨拶

◆（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。
•次週６月24日（金）は、特別休
会です。次回例会は、７月１日（金）
12：30〜　次年度第１回例会です。
•本日は、「クラブ協議会」会長・
幹事・五大奉仕委員長退任挨拶で
す。•本日のBGMは、木下会長
のリクエストにより、ボサノヴァ、
でした。

ニコニコボックス 中野　委員長

会長・幹事・五大奉仕委員長退任挨拶
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
小川幹事
木下会長

右写真： 2021−2022年度の最終例会を
終えた木下卓也会長

 （2022年６月17日撮影）

退任の挨拶をする小川幹事
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Weekly Meeting

◆ニコニコBOX

休会

◆ニコニコボックス
木下　卓也君 会員皆様、一年間たいへんありがとうございました。
山路　恭三君 木下会長、小川幹事、一年間おつかれさまでした。ご苦労さまです。
森崎　誠二君 誕生祝を頂きまして。木下会長、小川幹事、一年間御苦労様でした。
伊藤　　隆君 とうとう年度末になりました。総決算です。
市川　嘉市君  木下会長、小川幹事一年間、コロナ感染中行事関係に大変ご苦労さ

れたかと思います。この経験は先行きのロータリー発展につながる
ものあり、良き経験として伝えてください。

萩　文三男君  皆さん本日は今期最終例会です。一年間お世話になりました。木下
会長、小川幹事、一年間ご苦労様でした。

伊藤　康彦君  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っていま
した。一年間ありがとうございました。

大矢知直登君 木下会長、小川幹事、１年間ご苦労様でした。
早川　昌彦君  木下会長、小川幹事、１年間お疲れ様でした。今後ともご指導宜し

くお願いいたします。
藤牧　正浩君  木下会長、小川幹事、１年間お疲れさまでした。私は、いよいよ緊

張が高まってきました。
柳川　貴子君 年末調整です。
生川　昌毅君 木下会長、小川幹事、一年間ありがとうございました。
岡本　浩延君  木下会長、小川幹事、おつかれ様でした。本年度はありがとうござ

いました。
佐野　貴信君  木下会長、小川幹事、一年間おつかれ様でした。そして、ありがと

うございました‼
服部　浩明君 木下会長、小川幹事、１年間お疲れさまでした。
岩田　雅之君  木下会長、小川幹事、１年大変おつかれ様でした。来期もご指導の

程宜しくお願いいたします。
中岡　昭彦君 木下会長、小川幹事、１年間お疲れ様でした。
川島　勝士君 調整です。
木下　俊雄君  木下会長、小川幹事、１年間ありがとうございます。コロナ禍の運

営お疲れ様でした。
野﨑　裕史君 木下会長、小川幹事、一年間大変お疲れ様でした。
水谷　将紀君 木下会長、小川幹事、１年間おつかれさまでした。
田中　大補君 木下会長、小川幹事、１年間お疲れ様でした。感謝致します。
落合　　穣君  木下会長、小川幹事、１年間御苦労様でした。コロナの影響で出席

委員会の目標である出席率100％に近付ける事はできませんでした
が、私個人の目標は達成できた事は良かったです。

市川　　誉君 木下会長、小川幹事、一年間おつかれ様でした。
小林　賢行君 木下会長、小川幹事、委員長の皆様方１年間ご苦労様でした。
石原　正敬君 木下会長、小川幹事、お疲れ様でした。ありがとうございました。
片岡　新二君  ５月の妻の誕生日プレゼントありがとうございました。木下会長、

小川幹事、本当にお疲れ様でした。
西村　信博君  最終例会に出席できなかったので入金に来ました。６／15で51才

になりました。１年間ありがとうございました。

◆特別休会   ６月24日（金） 



2022-2023

委員会活動

左上：エスペランス四日市にてお菓子を配布
（青少年奉仕委員会・５月５日）

右上：次年度キックオフミーティング
（次年度会長幹事及び各委員長が出席・５月18日）

左　：米山奨学生ドアンさんの挨拶（５月13日）

左下：大橋学園本部にて職場表彰
（職業奉仕委員会・６月９日）

右下：ホストファミリー情報交換会
（国際奉仕委員会・６月12日）

14

Committees

2022年５月及び６月に実施された主な活動
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15

Attendance�Report
出席等報告
各種委員会
５・６月

ゴルフ同好会
第600回

2022年5月8日（日）
四日市カンツリー倶楽部

8：00～
OUT・IN同時スタート

第601回
2022年6月11日（土）

四日市カンツリー倶楽部
7：42～

OUT・IN同時スタート

新入会員紹介
2022年5月入会

５月８日（日） インターアクト教師部会　於：ホテルグランヴェール岐山
出席者 藤牧会長エレクト 伊井次期インターアクト委員長

５月14日（土） 次期会員増強セミナー　於：岐阜グランドホテル
出席者 藤牧会長エレクト 岩田副幹事

樋尾次期会員増強委員長

６月６日（月） 四日市グループ会長幹事会　於：四日市シティホテル
出席者 伊藤　康彦ガバナー補佐 木下会長

藤牧会長エレクト 小川幹事
岩田副幹事

OUT IN TOTAL HCP NET
優勝 石橋　誠志 47 43 90 22 68

２位 中岡　昭彦 40 39 79  4 75

３位 竹尾　純一 46 41 87 11 76

OUT IN TOTAL HCP NET
優勝 岡本　浩延 47 44 91 20 71

２位 市川　嘉市 48 42 90 14 76

３位 石川　義典 42 44 86 10 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　　藤牧　正浩
幹　　　事　　岩田　雅之
クラブ会報委員長　　上田　　浩

亀田　陽司��君
勤務先：東海東京証券㈱四日市支店
役　職：支店長
推薦人：小畑　英慎  会員

New�Member


