
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・・・秋の家族会について
第四号議案・・・年末家族会について
第五号議案・・・新年例会の開催について

報告事項・・・・�①2024−2025年度ガバナーノミニー決定宣言
②2025−2026年度ガバナー候補者の推薦について
③出席規定について
④オランダ中継夜間例会（11／18）について
⑤新店扶輪社創立40周年記念行事について
⑥新店扶輪社短期交換について
⑦会員管理システムについて

次回理事会� 12月２日（金）午前11時30分～　都ホテル　金扇の間

理事会報告
11月度

（第５回）
2022年11月４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

ROTARY CLUB
OF

YOKKAICHI
WEST

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2630

四日市西ロータリークラブ会報

DEC
2022-2023年度 12月号

11月20日（日）　＜秋の家族会＞
「創業250年 京都伏見老舗料亭のご昼食と伏見稲荷」
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Weekly Meeting

第2545回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　57名　

◆松井　法子君（四日市北）　　植村　秀人君（四日市北）

◆ビジター・ゲストへの謝辞　
◆理事会決定事項のご連絡
◆�10／28（金）職場例会ご出席のお礼
◆�11／２（水）第93回ファイヤーサイドミーティングご出席のお礼
◆�米山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさんへ11月分米山奨学金の贈呈

◆� 2日　小川　和彦君　　� 6日　樋尾　庄悟君
　� 8日　大澤　俊介君　　29日　石原　正敬君
　29日　佐治　卓弥君　　30日　生川　宜幹君
（ご夫人）� 4日　伊達　敏和君　夫人　潮美様　

� 5日　木下　俊雄君　夫人　文子様
10日　伊藤　太一君　夫人　さやか様
18日　市川　嘉市君　夫人　美奈子様
30日　若林　弘樹君　夫人　久穂様
21日　佐治　卓弥君　夫人　紀久子様
28日　市川　　誉君　夫人　洋子様

◆平成９年（1997年）10月10日　田中　大補君

◆（配布資料）�•ロータリーの友　11月号
•ガバナー月信　　11月号
•クラブ会報（プリント版）９月号・10月号
•�秋の家族会行程表（更新版）（家族会ご出席
の方のみ）
•夜間例会のお知らせ　
•例会プログラム（11－12月）

◆（案　　内）•�例会終了後、金扇の間におきまして歴代会長会を開催致します。歴代会長の方々、よ
ろしくお願い致します。
•�次週11月11日（金）は、11月20日（日）秋の家族会に変更のため都ホテルでの例会はござ
いません。お間違えの無いようにお願いいたします。
•�次回例会は、11月18日（金）18：30～４Ｆ伊勢の間におきまして伊藤　隆会員担当の
卓話、オランダとの中継例会となります。時差の都合で夜間例会となりますので、お
時間と会場をお間違えの無いよう、よろしくお願い致します。
•�本日は、地区ロータリー財団部門　補助金小委員会・グローバル補助金・ＶＴＴ担当副
委員長　道家　嗣典様をお迎えして、卓話をお願いしております。

◆出席報告� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 小山　委員長
　親睦活動� � 中野　委員長

◆担当：ロータリー財団委員会　市川　誉委員長
　講演：�地区ロータリー財団部門　補助金小委員会・グローバ

ル補助金・ＶＴＴ担当副委員長
　　　　道家　嗣典様（岐阜加納RC）
　演題：「ロータリー財団について」

例会日誌
11月４日（金）

◆ビジター

◆会長挨拶

◆11月御誕生祝の贈呈

◆銀婚式のお祝い

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話
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松井　法子君� ��西クラブさんの例会初参加です。楽しみにして来ました。
（四日市北RC）
植村　秀人君� 初めて参加させていただきます。よろしくお願いします。
（四日市北RC）
伊藤　　隆君� �平泉の中尊寺・金色堂へ行ってきました。長年の夢が達成できました。東北は既に紅

葉が始まっており、空の青、松の緑、イチョウの黄、モミジの赤のコントラストが最
高でした。東北はお酒も最高！！！

中野　勝方君� 11月のお誕生日のみなさまおめでとうございます。
伊達　敏和君� �家内の誕生祝いを頂き、ありがとうございました。本日11／４が誕生日です。余計な事

は言わないようにとの当局よりのご指導があり、年令の公表は差し控えさせて頂きます。
樋尾　庄悟君� 本日は、お誕生日祝いをいただき、ありがとうございました。
市川　　誉君� �道家さん、本日は遠方にもかかわらず、有難うございます。卓話、宜しくお願い致します。
伊藤　裕司君� �11月のお誕生日の方々おめでとうございます。先日、東海テレビ日曜お昼の12時からの

番組、「タイチさん」の収録に芸人の宮下草薙のお２人と、女子アナの森さんがお越しに
なりました。そして放映は11月20日（日）。ナント家族旅行の日とぶつかってしまいました。

佐治　卓弥君� 誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうございます。今後とも宜しく御願い致します。
片岡　新二君� �先週の三十三銀行の職場例会、有難うございました。秋田出張で欠席させて頂きました。

きりたんぽを食べ、佐々木希が入っていた温泉でリフレッシュしてきました。
伊井　雅春君� �10月22・23日２日間、地区大会に参加させて頂きました。内容の濃い大会で有意義

でした。来年は多治見での開催になりました。出席します。

第2547回　於・都ホテル四日市　伊勢の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　45名　

◆�ゲストへの謝辞
　ＡＯＮ　エーオンオランダ　ジャパングループダイレクター
　近藤　和栄様
◆11／５（土）地区ロータリー財団セミナーご出席のお礼
　早川会長エレクト　木下副幹事
◆�11／12（土）地区職業奉仕セミナー出席報告
　藤牧会長　水谷職業奉仕委員長
◆�11／20（日）秋の家族会ご参加のお願い

◆（配布資料）•�本日の卓話資料　
•�日本文化愛好会活動報告、会計報告書　

◆（案　　内）•�次週11月25日（金）は、「ザンビア支援　グローバル補助金申請について」です。
　ゲストに
　・四日市北ロータリークラブ　ロータリー財団委員長　　松井　法子様
　・三重大学大学院医学系研究科生命医学専攻　臨床医学系講座
　　　形成外科学分野　教授　　成島　三長様
　・三重大学形成外科　医師　ザンビア出身　チヘナ　ハンシニ　バンダ様
　の3名をお迎えします

◆出席状況� � 坂田　委員長
ニコニコボックス� 小山　委員長
親睦活動� � 中野　委員長
日本文化愛好会� 浅井　代表幹事

◆ニコニコBOX

11月18日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

Weekly Meeting
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◆担当：伊藤　隆会員
　講演：ＡＯＮエーオンオランダ　
　　　　ジャパングループダイレクター　　近藤　和栄様
　演題：「オランダ最新情報」

浅井　清司君� �伊藤さん、オランダとのオンライン例会ご苦
労様です。しばらく休んでおりました日本文
化愛好会も来年１月８日に京都祇園「一力」
にて新春の宴を開催いたします。ふるってご参加ください。

田中　大補君� 先日は銀婚式のお祝頂きありがとうございました。あっという間です。
中野　勝方君� 伊藤隆さん、卓話よろしくおねがいします。

◆秋の家族会　於・京都伏見稲荷大社、魚三楼　 
•総会員数　72名　•会場出席者　45名　

第2548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　

◆橋本　　浩君（四日市北）　　植村　秀人君（四日市北）

◆�ビジター・ゲストへの謝辞
◆�11／20（日）秋の家族会ご参加のお礼
◆ロータリー財団表彰
＊ポール・ハリス・フェローの表彰　→　表彰状・ピンの贈呈
　樋尾庄悟君
　　鈴木克昌君

◆卓話

◆ニコニコBOX

-

11月20日（日）
◆秋の家族会

11月25日（金）

◆ビジター

◆会長挨拶

Weekly Meeting

Weekly Meeting
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Weekly Meeting

◆昭和47年（1972年）11月５日　宮﨑　由至君

◆（配布資料）•�本日の卓話資料
◆（案　　内）•�秋の家族会ご家族登録料を集めさせていただ

きます。よろしくお願い致します。
•�次週12月２日（金）は、小畑　英慎君の卓話
になります。例会前の11時30分からは、理
事会も開催しますので、理事の方はご出席の程よろしくお願い致します。

◆出席状況� � 坂田　委員長
ニコニコボックス� 若林　副委員長
親睦活動� � 中野　委員長

◆講演：四日市北ロータリークラブ　ロータリー財団委員長　
　松井　法子様
三重大学大学院医学系研究科生命医学専攻　
臨床医学系講座　形成外科学分野　教授　
　成島　三長様
三重大学形成外科医師　ザンビア出身　　
　チヘナ　ハンシニ　バンダ様

　演題：「ザンビア支援　グローバル補助金申請について」

◆金婚式のお祝い

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話
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グローバル補助金申請に向けて
　四日市北ロータリークラブ　ロータリー財団委員長　松井　法子

　四日市西ロータリークラブの皆様、こんにちは。本日はアフリカマイクロトレーニングセンター設立のご相談のためのお話をさ
せていただける機会を頂きありがとうございます。　
　本日のお話の内容です。初めに、アフリカのザンビアの医療の現状について、次にザンビアからの留学生のバンダ先生について、
そして最後にマイクロサージャリーセンター設立のお願いについてお話したいと思います。　
　ザンビア国はアフリカ大陸の中央部にあり、面積は日本の２倍、人口は1700万人です。人口の約55％が1.9ドル未満で１日を過
ごしています。主な資源は銅でこれが国の収入源となっています。ザンビアの警官はピストルを持っておらず、アフリカの他の国
に比べて安全で民主的な国と言われています。　
　ザンビアの医療の現状について、実際にあった一例をお示しながらお話させていただきます。ある11歳の女の子が毒蛇に噛まれ
てしまいました。近くには治療を受けるところが無い為、歩いて数時間の祈祷師のところで手当を受けました。次に丸一日歩いて
行ける村単位にある地域の健康センターに行きました。ここでは簡単な処置のみを受けることが出来ます。さらにもう少し大きな
都市にかかれば医師のいる市民病院を受診することが出来ますが、そこにかかるまでに２日ほどかかります。そしてもっと大きな
病院にかかることができれば、専門的な技術を持った医師がおり、運がよければ治療を受けることが出来ます。ただし受診までは
徒歩で行った場合には６日かかります。この女の子は毒蛇に噛まれてから６日経ってしまい、かなりの皮膚壊死を来しましたが、
植皮法で助かりました。
　このようにザンビアではいまだに貧しく、地方では火を使って食事を作っており、その周りを子供が遊んでいるという状況がよ
くあり、誤ってひどい火傷になってしまうことが日常茶飯事です。先程の女の子は幸運にも大学病院のかかることが出来ましたが、
一般的にザンビアでは１つの家庭に平均６人の子供がおり、多くの場合１人の子が火傷をしても遠く離れた所まで治療に行くこと
が現実的には不可能な場合が多くあります。
　こちらは1897年に火傷の治療を行ったある有名な日本人の手です。この手の持ち主は野口英世です。小さい頃の火傷のため固まっ
た手を手術で切り開くだけだと元に戻ってしまいますが、そこへ当時の最新技術をつかって皮膚を移動させる手術を行い、手を自
由に開け閉めできるようになりました。この野口英世の話は120年前の日本の話ですが、ザンビアでは2022年現在同じことが起こっ
ています。
　そのザンビアから三重大学は1989年に初めて大学院生を受け入れたことから交流が始まりました。交流は現在まで続き、大学
間協定を結ぶほどの非常に強い絆で結ばれています。そのような関係の中からマイクロサージャリーに興味のあるというバンダ先
生を受け入れることになりました。バンダ先生は2013年にザンビア大学医学部を卒業し、2015年からザンビア大学こども病院で
勤務をしていました。その時に多くの救われない子供の患者さんを目にして最新の治療技術を習得したいと希望し来日しました。
おそらくバンダ先生はザンビア人初の形成外科医となりザンビア形成外科の父となる人物です。このバンダ先生と協力してザンビ
アの医療が発展し、アフリカの子供達が幸せな生活が出来るよう皆様のお力をお借りできればと思っております。
　その地域における地元の医療水準を上げることが、その国や地域の発展には不可欠です。ザンビアにマイクロサージャリーがで
きる医師を育成することが出来れば、そして更にそれがアフリカ地域の他の国へも広めることが出来るようになり、多くのアフリ
カの人々の命と生活を救うことにつながると考えています。
　ザンビアの首都はルサカと言いますが、50年後の2075年には人口1452万人の超巨大都市となると予想されています。この場所
にマイクロトレーニングセンターを設立しザンビアを含めた継続的なアフリカのトレーニング拠点とすることでアフリカの発展及
び三重、そして日本との強力な友好関係を深める一助となると考えております。
　ロータリークラブの皆様のお力をお借りしてこのセンターを設立し、より多くのアフリカの人々を救いたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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橋本　　浩君� 本日はよろしくお願いします。
（四日市北RC）
植村　秀人君� �本日は貴重なお時間いただきありがとうございます。西RCさんの例会楽しみにきま

した。宜しくお願いします。
松井　法子君� 本日は貴重なお時間を頂戴しましてありがとうございます。
（四日市北RC）
坂野　信彦君� �伏見稲荷大社、魚三楼の家族会楽しかったです。親睦委員会の方々、有難うございました。
宮﨑　由至君� 金婚式のお祝いを頂きました。ありがとうございます。50年よく続いたと思います。
多田　　望君� �秋の家族会、親睦委員会の皆様お疲れさまでした。お世話になり、ありがとうござい

ました。天気予報がはずれて傘を使わずにすんだので、伏見稲荷を楽しめました。
中野　勝方君� 会員のみなさま、秋の家族会多数の参加ありがとうございました。
生川　宜幹君� 誕生日のお祝いをいただき、誠にありがとうございました。
小林　賢行君� 秋の家族会、親睦委員の皆様ありがとうございました。

◆ニコニコBOX

出席等報告
各種委員会

11月

ゴルフ同好会
第606回

2022年11月12日（土）
四日市カンツリー倶楽部
7：42～ OUT・IN同時スタート

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 岡本　浩延 45 49 94 20 74

２位 市川　嘉市 50 45 95 18 77

３位 野﨑　裕史 47 48 95 18 77

（四日市北RC）

Attendance Report

11月５日（土） 地区ロータリー財団研修セミナー　於：岐阜グランドホテル
出席者 会長エレクト　早川昌彦 副幹事　木下俊雄

11月８日（火） 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 会長　藤牧正浩 幹事　岩田雅之

11月９日（水） 地区会員増強委員長会議　於：Zoom
出席者 会員増強委員長　樋尾庄悟

11月12日（土） 地区職業奉仕研修セミナー　於：都ホテル岐阜長良川
出席者 会長　藤牧正浩 職業奉仕委員長　水谷愼志

11月26日（土） 地区　D・E・I会議　於：都ホテル岐阜長良川
出席者 会長　藤牧正浩 幹事　岩田雅之
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