
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・・・ロータリー情報ミーティングについて
第四号議案・・・職場例会について
第五号議案・・・オープン例会について
第六号議案・・・地区大会について	 	
第七号議案・・・秋の家族会について

そ の 他・・・	①グローバル補助金について
　　　　　　　　②米山梅吉記念館一人100円募金について
　　　　　　　　③四日市市社会福祉協議会会費について

報告事項・・・・	①クラブ研修リーダーセミナー報告について

次回理事会	 10月７日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

理事会報告
９月度

（第３回）
2022年９月２日（金）
　11：30～12：30
於：都ホテル四日市

　金扇の間

出席者
藤牧　正浩　　早川　昌彦
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
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YOKKAICHI
WEST

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2630
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９月30日（金）　ロータリー情報ミーティング ＜ウクライナ中継＞
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2022-2023

Weekly Meeting

第2537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　

◆ビジターへの謝辞　◆理事会決定事項のご連絡
◆	８／27（土）クラブ研修リーダーセミナーご出席のお礼　卓話
のお願い

◆	 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

◆（配布資料）	•2021−2022年度会計報告
◆（案　　内）•	ロータリー情報ミーティングを９月30日（金）に開催します。都ホテル４F伊勢の間で、

18：30からとなります。ご案内は次週配布させていただきますが、ご予定をお願い
いたします。
•	次回例会は、９月９日（金）伊藤太一会員の卓話になります。
•	本日は、伊藤　康彦クラブ研修リーダーの卓話です。

◆森　会計

◆ニコニコボックス	 小山　委員長

◆担当：伊藤　康彦クラブ研修リーダー
　演題　「ロータリークラブの活用方法」

坂野　信彦君	 	９月20日で84才になります。私の干支の寅年の誕生祝をいただき有難うございました。
コロナに敗けないように頑張っていきたいと思っています。

永田　正巳君	 何かとお世話になっております。
伊藤　　隆君	 	先週の金土日と３日間、今年初めて石垣島へ行ってきました。現在日本にいる台湾の

人たちが、中心になって「媽
ま

祖
そ

廟
びょう

」を石垣島で建設中です。媽
ま

祖
そ

とは中国人の「海の
観音様」みたいなものです。李

り

登
とう

輝
き

元総統も発起人になられている財団法人で、建設
しているのですが、なぜか、私はその組織の設立時からの監事なんです。８月にその
総会がありました。もう一つのトピックは、島の中腹にあたりに、陸上自衛隊の駐屯
地が建設中で、今年度内には完成の予定だそうです。

市川　嘉市君	 ９月４日喜寿、誕生日祝いを頂きありがとう御座いました。
水谷　愼志君	 お誕生日祝い頂き、ありがとうございました。

例会日誌
９月２日（金）

◆会長挨拶

◆９月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆前年度決算報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

2



2022-2023

Weekly Meeting

野﨑　裕史君	 	私と妻の誕生日祝いいただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願
いします。

佐野　明郎君	 	誕生日のお祝いありがとうごさいました。70才、一つの節目、これからも健康で楽し
く過ごせますように。

小山　晃市君	 家内の誕生日祝いありがとうございます。今では、夫婦げんかも楽しくやってます。
中野　勝方君	 	９月誕生日のみなさまおめでとうございます。伊藤康彦さん卓話楽しみです。
落合　　穣君	 	誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。50台最後の年を有意義に過ごしたいと

思います。
伊藤　裕司君	 	９月のお誕生日のみなさまおめでとうございます。雨の多かった８月も終わりましたが、

９月も元気いっぱい笑顔満載で、頑張ってまいりましょう‼︎

第2538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　

◆	オープン例会について

◆（配布資料）	•ロータリーの友　９月号　
　　　　　　　•ガバナー月信　　９月号　
　　　　　　　•	ロータリー情報ミーティング開催について
　　　　　　　•	オープン例会のお知らせ　
　　　　　　　•クラブ会報８月号
◆（案　　内）•	「2022年８月　青森県大雨災害支援金ご協力のお願い」が地区より届きましたので、

会員一人当たり500円の目標通り、会費より送金させていただきます。
•	次回例会は、９月16日（金）地区DEI推進小委員会　川原　直美委員長の卓話にな
ります。
•	本日は、伊藤　太一会員の卓話です。

◆ニコニコボックス	 若林　副委員長
　会員増強	 	 樋尾　委員長
　ゴルフ同好会	 	 小山　代表幹事

◆担当　伊藤　太一会員
　演題　「自己紹介」

大矢知直登君	 伊藤会員の卓話を楽しみにしています。
齋藤　雅彦君	 	彼女のお誕生日祝い・・・間違えました、妻のお誕生日祝いありがとうございます。

いつまでも恋人気分なのでつい。
森　　信治君	 伊藤会員の卓話を楽しみにしております。
木下　俊雄君	 伊藤さん、卓話楽しみにしております。
若林　弘樹君	 伊藤太一会員、初の卓話がんばって下さい。
中野　勝方君	 伊藤太一さん、卓話ガンバってください。
小林　賢行君	 伊藤太一さん、卓話楽しみにしてます。
伊藤　太一君	 卓話がんばります。めちゃくちゃ緊張してます。

９月９日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

-

Weekly Meeting
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2022-2023

Weekly Meeting

第2539回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　43名　

◆	ゲストへの謝辞
　国際ロータリー第2630地区
　DEI推進小委員会　川原　直美委員長
◆	第92回ファイヤーサイドミーティング（9／12）ご参加の
お礼

◆（配布資料）	•職場例会のご案内
◆（案　　内）•	地区大会事務局より、10／23（日）に予定されていました大昼食会の中止と、その代替

となる「お持ち帰り弁当」についての連絡が届きましたのでご報告させていただきます。
バスにて参加していただく方は、帰りのバス車中で黙食していただきます。お車でご参
加の方は、お持ち帰りください。
•	次週９月23日（金）は、秋分の日で休会です。
•	次回例会は、９月30日（金）18：30から都ホテル４F　伊勢の間　におきまして、ロー
タリー情報ミーティングとなります。お時間と会場をお間違いの無いよう、よろしく
お願いいたします。
•	本日は、国際ロータリー第2630地区　DEI推進小委員会　川原　直美委員長に卓話を
お願いしております。

◆ニコニコボックス	 小山　委員長
　職業奉仕	 	 水谷（愼）委員長

◆講演：国際ロータリー第2630地区
　　　　DEI推進小委員会　川原　直美委員長
　演題：	「DEIの推進と会員増強（クラブと地域の発展のために）」

◆国際ロータリー第2630地区
　DEI推進小委員会　川原　直美委員長

川原　直美君	 本日はお招きいただきありがとうございます。楽しみにしてきました。
　		（熊野RC）
岩田　雅之君	 	川原様、本日はお忙しい中遠方よりお越し頂きありがとうございます。卓話の方宜しく

お願い致します。
多田　　望君	 	ロータリーの友に、わたくしの写真が掲載されました～！先週配布された、９月号の51

ページにある、「F1グランプリでの、友愛の広場開設」での記事中の写真に写っていま
した。写真中央で、真っ赤なフェラーリのシャツを着ているのがわたくしです。もちろん、
今年も行ってメイキャップしてきま～す！

中野　勝方君	 	DEI推進小委員会　川原直美委員長様ようこそお越しくださいました。本日卓話よろし
くお願いします。

9月16日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ゲスト

◆ニコニコBOX
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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

2022-2023

Weekly Meeting

第2540回　於・都ホテル四日市　伊勢の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　49名　

◆	ゲストへの謝辞
　ウクライナ　リウネロータリークラブ　会長　ユリアさん

◆（案　　内）•	次回例会は、10月７日（金）米山奨学委員会田中大補委員長担当の卓話になります。米
山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさんにもお話しいただきます。
•	ウクライナへの義援金を集めさせていただきます。募金箱を回しますので、皆様の大
きなお気持ちでたくさんのご協力をお願いいたします。
•	本日の音楽は、ウクライナの広大なひまわり畑で制作された映画ひまわりより、「ひ
まわり」をお送りしました。

◆ロータリー情報委員会　小川　和彦委員長

◆講演：ウクライナ　リウネロータリークラブ
　　　　会長　ユリアさん
　演題：「ウクライナの現状」

◆伊藤　隆PP

◆木下　卓也直前会長

◆早川　昌彦会長エレクト

■第603回 
OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 森　　信治 41 40 81 14 67

２位 佐治　卓弥 45 41 86 16 70

３位 木下　卓也 44 45 89 18 71

9月30日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆ロータリー情報
ミーティング

◆卓話

◆代表質問＆親善
メッセージ

◆乾杯

◆中締め

ゴルフ同好会
第604回

2022年９月10日（土）
四日市カンツリー倶楽部

8：17～
OUT・IN同時スタート
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