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2022-2023

Board of Directors

第一号議案・・・新型コロナウイルス感染拡大防止対策について�
第二号議案・・・例会プログラムについて
第三号議案・・・2022−2023年度予算について
第四号議案・・・2022−2023年度上半期会費について
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・誕生祝いについて
第七号議案・・・2021−2022年度ニコニコBOX投入金について
第八号議案・・・秋の家族会について
第九号議案・・・四日市西RCのイメージ戦略について
第十号議案・・・例会の席次について

そ の 他・・・�①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動協力のお願いについて　
②第1回ロータリー財団研修セミナーについて

報告事項・・・・�①ガバナー補佐訪問について　②規定審議会資料について　
③ホストファミリー情報交換会開催報告

次回理事会� ８月５日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

第2530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　

◆�本年度第１回例会ご挨拶
◆�前年度会長幹事に記念品贈呈
　�直前会長　木下　卓也君に前会長章の贈呈
　直前幹事　小川　和彦君に前幹事章の贈呈
◆地区委員委嘱状交付
＊�社会奉仕委員会委員� � � 佐野　貴信君
＊�米山記念奨学委員会委員� � 田中　大補君
＊�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� 市川　　誉君
◆米山奨学金の贈呈
ドアン・ティ・ホン・ニュンさん

◆� 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）� 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　　

理事会報告
７月度
（第１回）

2022年7月1日（金）
　11：30～12：10
於：都ホテル四日市

　金扇の間

出席者
藤牧　正浩　　木下　卓也
水谷　愼志　　岩田　雅之
木下　俊雄　　森　　信治
稲田　一輝　　齋藤　雅彦
萩　文三男　　服部　浩明
クラブ研修リーダー

伊藤　康彦

例会日誌
７月１日（金）

◆会長挨拶

◆７月御誕生祝の贈呈

Weekly�Meeting
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2022-2023

Weekly�Meeting

◆（配布資料）�•2022－2023年度事業計画書（手帳）　
•ロータリーの友　７月号（印刷版を希望され
た方のみ）　•ガバナー月信　７月号　
•�第92回ファイヤーサイドミーティング開催の
ご案内

◆（案　　内）•�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。
•�次週例会は、７月８日（金）今回に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発表をお願い致します。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。
•�本日は、「クラブ協議会」藤牧会長による方針発表です。

◆ニコニコボックス� 小山　委員長
　会員増強� � 樋尾　委員長

◆「藤牧会長　　2022－2023年度　方針発表」　
　進行：岩田幹事

◆米山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさん

藤牧　正浩君� �加藤さん、南川さん、宮﨑さん、片山さん、水谷さん、片岡さん、浅井さん、お誕生
日おめでとうございます。そして皆さん応援メッセージありがとうございます。

山路　恭三君� 藤牧会長、岩田幹事、一年間よろしくお願いいたします。
竹尾　純一君� 藤牧さんの一年が、コロナに影響されないで成功されますように！
小川硬一郎君� 家内の誕生祝を頂き、ありがとうございます。
宮﨑　由至君� お誕生日祝いを頂き、ありがとうございます。
森崎　誠二君� 会長幹事の船出を祝して。
浅井　清司君� �藤牧会長・岩田幹事さんの船出をお祝いして！お誕生日祝ありがとうございます。災

害的暑さの中でゴルフができましたので、少し体力に自信ができました。

◆幹事報告

◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ゲスト

◆ニコニコBOX
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2022-2023

Weekly�Meeting

伊藤　　隆君� �藤牧会長、１年間頑張ってください。岩田幹事、藤牧会長のサポートを宜しくお願い
します。

市川　嘉市君� �藤牧会長、岩田幹事の新スタートをお祝い申し上げます。又、五大奉仕委員長のご活
躍を祈念いたします。

萩　文三男君� �皆さん新年度が始まりました。猛暑日が続いていますがご自愛ください。藤牧会長、
岩田幹事、一年間宜しくお願い致します。

多田　　望君� 藤牧・岩田丸の出航を祝して！航海の無事を祈ります。
大矢知直登君� �藤牧船長、岩田一等航海士の航海が素晴らしいものになる事を祈念いたします。
木下　卓也君� �猛暑ですが、清々しく新年度を迎えています。藤牧会長、岩田幹事、よろしくお願い

します。
生川　昌毅君� �藤牧会長、岩田幹事の門出を祝して。一年間宜しくお願いします。
佐野　貴信君� �藤牧会長、岩田幹事、一年間よろしくお願いします‼︎
服部　浩明君� 藤牧会長、岩田幹事の船出を祝して。
齋藤　雅彦君� �木下直前会長、小川前幹事、１年間ありがとうございました。藤牧会長、岩田幹事、

１年間よろしくお願い致します。
川島　勝士君� 会長、幹事、期待しております。
森　　信治君� �藤牧会長、岩田幹事、今年度もよろしくお願いいたします。
木下　俊雄君� �新年度スタートですね。藤牧会長、岩田幹事、１年間よろしくお願いします。
野﨑　裕史君� �藤牧会長、岩田幹事、１年間よろしくお願いします。
若林　弘樹君� �小山委員長のもと、ニコBOXを担当させて頂きます。よろしくお願いします。
中野　勝方君� �一年間親睦委員長を努めさせていただきます。よろしくお願いします。
樋尾　庄悟君� �本日から新年度。藤牧会長はじめ岩田幹事、会員の皆様一年間、よろしくお願い致し

ます。
鈴木　克昌君� 藤牧会長、岩田幹事、１年間よろしくお願いいたします。
市川　　誉君� 藤牧会長、岩田幹事、一年間宜しくお願い致します。
小林　賢行君� 藤牧会長、岩田幹事、楽しみにしております。
片岡　新二君� �誕生日プレゼント、有り難うございました。年末までに既に23回ゴルフが入ってます

ので、無事に回りたいと思います。

第2531回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　�
•総会員数　72名　•会場出席者　50名　

◆�ゲストへの謝辞
　四日市グループ　伊藤　友一ガバナー補佐をお迎えして
◆�７/７（木）四日市グループ会長
幹事会出席のご報告
◆�出席賞の贈呈　100％出席祝の
贈呈
　15年皆出席賞� 生川　昌毅君
　� 5年皆出席賞� 生川　宜幹君
　　� 鈴木　克昌君
� 市川　　誉君
　年間最多出席賞� 伊藤　康彦君

７月８日（金）

◆会長挨拶

　

Weekly�Meeting

右写真：出席賞の贈呈
（2022年７月８日撮影）
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2022-2023

Weekly�Meeting

◆（配布資料）�•学友だより
◆（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８月１日でご

ざいますので宜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。募金箱を回させていただきますので、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。各委員会の委員長より
今年度の活動方針のご説明、会計より予算の審議をお願い致します

◆出席状況� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 小山　委員長

◆今年度活動方針・計画の説明　　進行：岩田幹事
クラブ奉仕� 稲田　委員長
職業奉仕� 水谷（愼）委員長
社会奉仕� 齋藤　委員長
国際奉仕� 萩　　委員長
青少年奉仕� 服部　委員長
＊�四日市グループガバナー補佐　　伊藤友一様　ご講評

◆四日市グループガバナー補佐　　伊藤友一様

四日市グループガバナー補佐　伊藤　友一様
ガバナー補佐訪問させていただきます。

坂野　信彦君� �木下卓也前会長、小川和彦前幹事、コロナ禍で大変なところ一年間有難うございました。
藤牧正浩新会長、岩田雅之新幹事、何卒よろしくお願い致します。

伊藤　康彦君� �伊藤ガバナー補佐、今年一年のご活躍をお祈り致します。
早川　昌彦君� 藤牧会長、岩田幹事、一年間よろしくお願いします。
川島　勝士君� 安倍さん、本当に残念です！
南川　　勤君� アベ元首相の無事を祈念して。
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。
生川　宜幹君� 藤牧会長、岩田幹事、本年度、１年お世話になります。よろしくお願いいたします。

第2532回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　�
•総会員数　72名　•会場出席者　58名　

◆森　亜希子君（四日市）

◆ゲスト・ビジターへの謝辞
◆�出席賞の贈呈　100％出席祝の贈呈
　15年皆出席賞� 柳川　貴子君　　
� 大久保佑香君
　� 5年皆出席賞� 落合　　穣君

◆幹事報告

◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ゲスト

◆ニコニコBOX

７月15日（金）

◆ビジター

◆会長挨拶

Weekly�Meeting

右写真：出席賞の贈呈
（2022年７月15日撮影）
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2022-2023

Weekly�Meeting

◆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
木下　卓也直前会長に届いておりますので、藤牧会長より
贈呈いたします。
＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（8）
　�片山　穰二君

◆（配布資料）�•地区大会のご案内　
•�クラブ会報７月号（プリント版）　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。
•�ゴルフ同好会2021－2022収支報告書（ゴルフ同好会会員のみ）

◆（案　　内）•�本日、「地区大会のご案内」を配布させていただきました。出席要請者の掲載もありま
すが、全会員にご案内しています。地区への登録締切が今月末となっておりますので、
７月25日（月）までにご出欠のご返信をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
•�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。募金箱を回させていただきますので、皆様のご協力をお願
い致します。
•�次回例会は、７月22日（金）社会奉仕活動「エスペランス四日市の子供たちと１日里
親活動」です。のちほど、齋藤社会奉仕委員長よりご説明いただきます。
•�７月29日（金）は特別休会です。お間違えの無いように、よろしくお願い致します。
•�次回、都ホテルでの通常例会は、８月５日（金）樋尾会員増強委員長の卓話になります。
８月５日（金）11時30分より第２回理事会を開催いたしますので、理事の方はご予
定をお願いいたします。
•�本日は、第３回クラブ協議会です。

◆木下直前会長より取切戦優勝賞品の贈呈
　取切戦優勝　小林　賢行君

◆出席状況� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 小山　委員長

◆今年度活動方針・計画の説明・予算審議　　進行：岩田幹事
予算審議� � 森　会計
会員選考� � 岩田　幹事（代読）� 会員増強� � 樋尾　委員長
ロータリー情報� � 落合　副委員長� � 親睦活動� � 中野　委員長
プログラム� � 伊達　委員長� � 出席� � � 坂田　委員長
ニコボックス� � 小山　委員長� � 公共イメージ・クラブ会報� 上田　委員長
地域発展・環境保全� 佐野（貴）委員長
ロータリー財団� � 市川（誉）委員長� 米山奨学会� � 田中　委員長
インターアクト� � 伊井　委員長

坂野　信彦君� �７月１日、中日新聞の朝刊に長男晴彦の写真が載っていてびっくりしました。所属の
京大IPS研究所の研究グループでアルツハイマーの進行を抑制する薬を見付けたとの
内容でした。

大矢知直登君� �和して同せずというのが安倍さんの外交でしたね。また日本が侵略をする国になって

◆幹事報告

◆ゴルフ同好会

◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ニコニコBOX
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2022-2023

Weekly�Meeting

はいけないが侵略をされる国になってはならないというのが安倍さんの考えだったと
思います。あらためて惜しい方を無くしたと思います。合掌。

永田　正巳君� この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。
柳川　貴子君� 15年表彰をありがとうございました。
中野　勝方君� 雨が多いですが、負けずにガンバリましょう。
上田　　浩君� 毎日雨が降りつづきおかしくなりそうです。
伊藤　裕司君� �毎年恒例の人間ドッグを大阪心斎橋で受けてきました。重篤なものはなく、また１年

仕事と遊びそしてロータリー活動と頑張りたいと思います。
小林　賢行君� �ゴルフ同好会取り切り戦優勝させて頂きありがとうございました。翌日が娘の結婚式

でしたので、「ゴルフの神様」も祝ってくれたんだと思います。
宮下　直久君� 今年もよろしくお願い致します。
大澤　俊介君� 中々会場に来れませんが、がんばります！

社会奉仕活動　
「エスペランス四日市の子供たちと１日里親活動」　
於：四日市港ポートビル、グリーンランドあさけ�
•総会員数　72名　•会場出席者　52名　

◆下田　典史君（四日市）　　　森　亜希子君（四日市）　　
　大谷　浩信君（四日市）
　渡邉　洋昌君（四日市東）　　田中　淳一君（四日市東）

７月22日（金）

◆ビジター受付
（サインのみ）

◆社会奉仕活動

Weekly�Meeting
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2022-2023

Table�Speech

１、RI会長（2022～23年度）　ジェニファー・ジョーンズ氏
　カナダ　ウインザー・ローズランドRC
　Media�Street�Production�Inc�創業者兼社長
　ウインザー大学　理事長、ウインザー・エセックス地域商工会議所会頭を歴任、各種メダルを叙勲、法学
博士
　1997年ロータリー入会、会長、ガバナー、RI副会長等を歴任

２、RI会長テーマ　「イマジン・ロータリー」
（１）�　想像してください、私達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。
（２）�　会員が夢を実現するために行動し、クラブの魅力を最大限に味わえる場としてのロータリーを思い描き、

互いのつながりを深めることによって世界に変化をもたらすパートナーシップを築くよう会員に呼びかけ
ています。

（３）　テーマ講演（2022年１月20日）
①　ロータリー平和フェローの人脈で、アフガニスタンから女性が脱出することを実現
②　2014年11月９日　ベルリン（ベルリンの壁崩壊25周年）
　２人のレポーターの遭遇（タチアナ・ジュリー氏とジェニファー・ジョーンズ氏）は、それぞれの場
所で、ベルリンの壁崩壊を報道していた。
　共通の経験が、理解を通じて、公平さ、人権、地域社会のリソースの公平な配分に力を尽くして、実
現する。多様性、公平さ、インクルージョン（包括・一体性）こそが、会員増強の鍵となる。

③　ロータリー創設者　ポール・ハリス氏の肉声
　「ロータリーは、あらゆる職業や地位、あらゆる国、あらゆる形式の宗教の人たちに開かれています。
（中略）ロータリーの才知と栄光は、まさにここにあります。（中略）ロータリアンは多くの点で異なる
者同士ですが、二つの点で完璧に調和しています。

④　ウインザー市（ローターアクターの活躍）
　自動車産業の栄光が、数十年の衰退・工場の閉鎖。農業関連産業、医療や宇宙航空技術の分野で世界
的にリード。適応しました。
　ロータリーも適応する必要があり、ロータリアンに配慮する必要があります。ロータリーでの参加型
の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します。
ローターアクトも、ロータリアンに含まれます。
　ローターアクターを、RIの役員に任命。会長代理にも任命予定。

⑤　女性会員の増強
　30％にする目標を理事会で決定。110か国で達成。将来的には50％を目標。ローターアクターは、
30％を達成。

⑥　革新的なクラブの設立（多様性の実現）
⑦　イマジン
　未来を想像すること。すなわち、行動することが、重要。
ポリオの無い世界。安全な水を使える世界。疾病のない世界。すべての子供が読み書きのできる世界。
希望、愛、平和を想像して下さい。

⑧　時間は平等
　時間はすべての人に１年52万5,600分です。その時間をどう生きることを選択するか。考えて下さい。
想像して下さい。

３、高橋伸治ガバナーの方針
（１）　ロータリーの心と原点を大切に、描こう明るい未来を

四日市グループガバナー補佐　　

伊藤　友一�様
ガバナー補佐卓話

７月８日
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　（ロータリアンの成長が日本のロータリーの未来を創る）
①　ロータリーの心
　寛容の心を基盤とした友愛と信頼と、「超我の奉仕」、「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」
のふたつのモットー

②　ロータリーの原点
　　人づくり・真のロータリアンを育てる事

（２）　RIの重点項目　奉仕の実践、公共イメージの向上
①　人道的支援（ポリオ根絶等）
②　会員増強

（３）　高橋伸治ガバナーの重点（ロータリーの原点・倫理運動体）
①　寛容を基盤とした親睦のエネルギーから奉仕の理念、職業奉仕への発展
②�　親睦と職業奉仕を根幹として、例会は人生の道場、入りて学び・出でて奉仕せよの精神のもと、超我
の奉仕を胸に奉仕の実践に努め、自己を磨き高い職業倫理基準と道徳心を持った「真のロータリアン」
を育てること。

　　ロータリーは、心を育て、人を育てるという理念の側面を重視。
③�　理想のロータリーは、「中核的価値観」を基盤にして、「理念と実践」をうまくバランスを図りながら
活動していくこと。

（４）　RIの現状と日本のロータリー
①�　人道的奉仕活動に傾き、先進国の会員が減少し、発展途上国の会員が増加している。この傾向が継続
する可能性大。

②�　日本のロータリーは、ロータリーの心と原点を大切にしてきた。日本のロータリーの文化を守ってい
かなければならない。

③�　RIは、地区制から地域制に移行する計画。2022年から試験的導入2030年の導入を目指している。
　日本のロータリー文化（親睦、職業奉仕、人づくり）は、時流に流されず、誇りをもって、心豊かな
平和な未来の実現を心に描き、自分たちの信じる道を堂々と歩んでいきたい。これこそ、私たちイマジ
ンロータリーです。

４、地区活動方針
（１）　RI会長テーマ　「イマジン　ロータリー」及び強調事項の推進
（２）　RI戦略計画の推進

　行動計画の作成
（３）　会員増強・会員維持・クラブ拡大

　女性会員、40歳以下の会員、ロータリーアクターの入会、各クラブ１名以上の純増、会員間の懇親・
親睦を深め会員維持

（４）　RIロータリー賞への積極的チャレンジ
（５）　青少年育成の推進

　インターアクト、ローターアクト、青少年奉仕、国際青少年交換への支援、交流
（６）　ロータリー財団補助金の積極的活用と寄付への理解・推進

　年次寄付150ドル、ポリオ寄付30ドル、恒久基金1,000ドル
（７）　米山奨学金事業への参加と支援

　奨学生支援、寄付推進（12,000円）
（８）　強調事項

①　地区女性会員比率８％達成を目指す
　　　RIの目標は、2023年度６月末30％
②　マイロータリー登録率　50％達成を目指す
③　ロータリーカードの推進
④　地区大会（10月22日、23日）への登録要請

（９）　検討事項
①　グループ単位で、ポリオ根絶の街頭募金活動の検討
②　10月24日　市内循環バスに、「ポリオ根絶」のプリントをラッピングして走行計画

Table�Speech
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クラブ会報委員長　　上田　　浩

Attendance Report

2022-2023

７月７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 藤牧正浩会長 岩田雅之幹事

７月23日（土） 地区ロータリー財団研修セミナー　於：Zoom
出席者 藤牧正浩会長 岩田雅之幹事

７月31日（日） 第45回インターアクト年次大会　於：大垣フォーラムホテル
出席者 岩田雅之幹事 宮下直久ＩＡ副委員長

■第602回
OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 小林　賢行 38 43 81 11 70
２位 加藤　真弓 47 50 97 25 72
３位 岩田　雅之 46 48 94 22 72

■木下会長杯取切戦
OUT IN TOTAL HCOP NET

優勝 小林　賢行 38 43 81 13 68
２位 川島　勝士 43 42 85 14 71
３位 加藤　真弓 47 50 97 25 72

出席等報告
各種委員会

７月

ゴルフ同好会
第602回

2022年７月９日（土）
四日市カンツリー倶楽部

8：09～
OUT・IN同時スタート

木下会長杯取切戦

ワイン同好会
2022年７月20日（水）
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