
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・・・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・・・年末家族会について

そ の 他・・・�①ガバナー杯チャリティゴルフ大会について　②近鉄四日市駅前イルミネーション協
賛依頼について　③ボーイスカウト運動へのご支援について　④ガバナー公式訪問に
ついて　⑤ウクライナへの義援金について　⑥地区大会について　⑦備品購入の件

報告事項・・・・�①三重県インターアクト協議会開催のご案内　②ロータリー財団研修セミナー参加要
請のご案内　③職業奉仕委員会研修セミナーについて　④「D・E・I会議」開催につ
いて　⑤オープン例会参加者について

•その他：ファイヤーサイドミーティング会場についてのご相談

次回理事会� 11月４日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

理事会報告
10月度

（第４回）
2022年10月７日（金）

　11：30～12：20
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　　服部　浩明
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2022-2023

Weekly Meeting

第2541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　

◆ビジターへの謝辞　
◆理事会決定事項のご連絡
◆�10／２　ポリオ撲滅街頭募金　ご出席のお礼
◆�米山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさんへ10月分米山奨
学金の贈呈

◆� 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
　23日　亀田　陽司君
（ご夫人）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

◆（配布資料）�•ロータリーの友（印刷版）10月号
•ガバナー月信　10月号
•2022−2023年度版　米山豆辞典

◆（案　　内）•�次回例会は、10月14日（金）オープン例会です。佐野　貴信会員担当の卓話になります。
㈱日建設計より２名の方にお越しいただき、「ニワミチよっかいち」中央通り再編計
画というタイトルでご講演頂きます。
•�本日は、田中大補米山奨学委員長担当の卓話です。
•�先週のロータリー情報ミーティングで集めさせていただきましたウクライナ募金は
55,000円となりましたのでご報告させていただきます。
•�次回ファイヤーサイドミーティングが、11月２日（水）19時からに決まりました。次週の
例会でご案内させていただきますので、ご予定をお願いいたします。
•�10月より通常の出席規定に戻ります。よろしくお願い致します。

◆ニコニコボックス� 若林　副委員長
　親睦活動� � 中野　委員長
　ゴルフ同好会� � 小山　幹事

◆担当：米山奨学委員会　田中�大補委員長
　講演：国際ロータリー第2630地区米山奨学委員会　
　　　　田中　大補　委員
　　　　米山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさん
　演題：「米山月間」

◆米山奨学生
　ドアン・ティ・ホン・ニュンさん

例会日誌
10月７日（金）

◆会長挨拶

◆10月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ゲスト
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2022-2023

Weekly Meeting

川村　則之君� �津から参りました。よろしくお願い申し上げ
ます。

永田　正巳君� ドアンさんのご結婚おめでとうございます。
竹尾　純一君� 中岡さん、色々優勝おめでとうございます。
浅井　清司君� �ドアンさん、本日の卓話楽しみにしています。

ロータリークラブの二大国際奉仕活動のひとつ
であります、米山記念奨学事業を改めて勉強さ
せていただきます。田中さん、地区への出向ご苦労様です。よろしくお願いいたします。

伊藤　　隆君� �源氏に代々伝わる名刀を京都で鑑賞してきました。大覚寺の「膝丸（ひざまる）」、北
野天満宮の「鬼丸（おにまる）」です。鬼丸は源頼光（みなもとのらいこう）の配下
の渡辺綱（わたなべのつな）」に貸し出され、一条戻り橋で、鬼の腕を切り落とし、
のちに、頼光がその鬼を討ち取ったので「鬼丸」と名付けられたそうです。

大矢知直登君� パールズ国体を制しましたね。中岡君はじめ関係者の皆様おめでとうございます。
早川　昌彦君� 妻の誕生祝をいただいて。
生川　昌毅君� 誕生日祝をいただきありがとうございます。
齋藤　雅彦君� �10月に入って“グッ”と寒くなりました。行事もなんとか普通に出来そうでなによりです。
中岡　昭彦君� �とちぎ国体でパールズ悲願の優勝しました。成年男子も優勝し、男女でアベック優勝

は国体競技としては史上初となりました。皆さん応援ありがとうございます。
南川　　勤君� 明日からF１観に行ってきます。
佐々木薫子君� ドアンちゃん、ご結婚おめでとう！今日の卓話、頑張って！
佐野　明郎君� �５日はスペシャルオリンピックチャリティーゴルフコンペでした。今回家内にネット・

グロス両方共に初めて負けました。30人参加で家内は優勝、私は20位、完敗でした。
でも、家庭平和な一日で今回の九州遠征ゴルフも後髪引かれず楽しく参加出来ます。

中野　勝方君� �10月お誕生日のみなさんおめでとうございます。今週日曜日からの宮崎同好会ガンバ
リます。

亀田　陽司君� �お誕生日お祝いありがとうございます。祝ってくれるのは、ロータリークラブだけです。
ニコニコ。

第2542回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　47名　

◆�ビジター・ゲストへの謝辞
　㈱日建設計　
　　新領域開拓部門　新領域ラボグループ　上田　孝明様
◆�10／22・23　地区大会ご参加のお願い
◆�10／28（金）職場例会ご参加のお願い

◆（配布資料）•�10／28（金）職場例会についてのご案内（ご
参加者のみ）
•�第93回ファイヤーサイドミーティング開催のご案内
•�歴代会長会開催のお知らせ（歴代会長のみ）

◆（案　　内）•�10月22日（土）23日（日）は、地区大会です。
　貸切バスをご利用の方は、都ホテル四日市玄関前にお集まりください。
　　22日（土）は、９時15分集合　　９時30分出発です。
　　23日（日）は、６時15分集合　　６時30分出発です。
　お車でご参加の方は、現地、長良川国際会議場入口にお集まりください。
　　22日（土）は、11時00分集合
　　23日（日）は、８時30分集合　とさせていただきます。

◆ニコニコBOX

10月14日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

Weekly Meeting

　��（津RC）
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2022-2023

Weekly Meeting

　�また、地区大会終了後、現地出発時間は、22日（土）は、17時、23日（日）は、12時半
を予定しています。両日とも、昼食のお弁当のご用意があります。
　よろしくお願い致します。
•�次週10月21日（金）は、22日、23日の地区大会に変更となります。次回例会は、10月
28日（金）三十三銀行本店での職場例会になります。都ホテルでの通常例会は、11月
４日（金）となりますので、お間違えの無いようにお願いいたします。11月４日は、市
川　誉会員担当の卓話になります。
•�本日は、地域発展・環境保全委員会　佐野　貴信委員長担当の卓話です

◆ニコニコボックス� 小山　委員長
　職業奉仕� � 水谷　委員長
　会員増強� � 樋尾　委員長

◆担当：地域発展・環境保全委員会　
　　　　佐野　貴信委員長
　講演：㈱日建設計
　　　　新領域開拓部門　新領域ラボグループ　
　　　　上田　孝明様
　演題：「ニワミチよっかいち」中央通り再編計画

◆㈱日建設計　
　新領域開拓部門　新領域ラボグループ　上田　孝明様

坂野　信彦君� �宮崎遠征ゴルフに参加し、皆様と交流でき、楽しく過ごすことが出来ました。有難う
ございました。

市川　嘉市君� �ゴルフ同好会の小山会長、宮崎遠征大変ご苦労様でした。そのお陰で初日のトム・ワ
トソンコースで優勝できました。そして、フェニックス・シーガイヤ・リゾートは素
晴らしい所で楽しむことも出来ました。ありがとう。

萩　文三男君� �誕生日のお祝いを頂戴しましてありがとうございます。お家ご飯、お家酒で体も大き
くなり、12kgオーバーです。

齋藤　雅彦君� 本日は、濱口さん、神田橋さん、御出席ありがとうございます。
佐々木薫子君� 主人のバースディプレゼントを有り難うございます。
佐野　明郎君� �宮崎遠征例会ゴルフで初めて優勝が出来ました。これから6月まで試練の例会ゴルフ

ですが楽しく参加します。ありがとうございました。
中野　勝方君� GOLF同好会宮崎合宿楽しかったです。
生川　宜幹君� 佐野様の卓話を楽しみにしていますので、がんばって下さい。期待しています。
小林　賢行君� �宮崎フェニックスカントリー、綺麗なコースで楽しめました。小山幹事ありがとうご

ざいました。

第2543回　　 

◆�10／22（土）・23（日）地区大会に変更

◆委員長報告

◆卓話

◆ゲスト

◆ニコニコBOX

-

10月21日（金） Weekly Meeting

4



2022-2023

Weekly Meeting

　 10月22日（土）
23日（日）
地区大会

長良川国際会議場
都ホテル岐阜長良川
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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
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幹　　　事　　岩田　雅之
クラブ会報委員長　　上田　　浩

2022-2023

Weekly Meeting

第2544回　於・三十三銀行　本店　大会議場　 
•総会員数　72名　•会場出席者　53名　

◆�ゲストへの謝辞
　㈱三十三銀行　常務執行役員　堀部　勝寛様
　　三十三銀行企業年金基金　　小伊豆佳秀様
　　　　　　　　　　　　　　　髙井　晴美様
　㈱三十三総研　調査部　　　　佐藤聡一郎様
◆�10／22・23　地区大会ご参加のお礼

◆（配布資料）•�本日の卓話資料
◆（案　　内）•�次回例会は、11月４日（金）市川　誉会員担当の卓話になります。例会前、11：30より

理事会もございますので、理事の方はお集まりください。例会後、13：30からは歴代
会長会です。歴代会長の皆様、よろしくお願い致します。

◆水谷職業奉仕委員長

◆㈱三十三銀行　常務執行役員　堀部　勝寛様

◆藤牧会長より表彰
　＊三十三銀行企業年金基金　小伊豆佳秀様
　　　　　　　　　　　　　　髙井　晴美様

◆講演：㈱三十三総研�調査部　佐藤聡一郎様
　演題：「三重県経済の現状と展望」

◆㈱三十三銀行　常務執行役員　堀部　勝寛様
　　三十三銀行企業年金基金　　小伊豆佳秀様
　　　　　　　　　　　　　　　髙井　晴美様
　㈱三十三総研　調査部　　　　佐藤聡一郎様

10月28日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆職業奉仕委員長挨拶

◆ゲストご挨拶

◆優良社員表彰

◆卓話

◆ゲスト

ゴルフ同好会
第605回

2022年10月10日（祝）
フェニックスカントリークラブ

トーナメントコース

高千穂 住吉 TOTAL HCP NET

優勝 佐野　明郎 42 40 82 17 65

２位 川島　勝士 41 37 78 12 66

３位 佐治　卓弥 45 41 86 16 70
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