
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・・・下期会費について
第四号議案・・・職場例会について
第五号議案・・・四日市グループ親睦ゴルフ大会について
第六号議案・・・秋の家族会収支決算について

そ の 他・・・・�①子供の貧困」について
　　　　　　　　②薬物乱用防止指導啓発団体への就任について

報告事項・・・・�①新店扶輪社訪日について
　　　　　　　　②インターアクト名称変更のご案内
　　　　　　　　③四日市大学RAC活動報告書
　　　　　　　　④メルボルン国際大会について
　　　　　　　　⑤日赤三重県支部点訳奉仕団資材贈呈についてのご報告

次回理事会� ２月３日（金）午前11時30分～　都ホテル四日市　金扇の間

理事会報告
１月度

（第７回）
2023年１月６日（金）
　17：30～18：20

於：プラトンホテル四日市
３階エメラルドホール

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
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１月６日（金）　＜新年例会＞
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2022-2023

Weekly Meeting

第2552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　63名　

◆新年のご挨拶　◆理事会決定事項のご連絡
◆�米山奨学金の贈呈　
　米山奨学生ドアン・ティ・ホン・ニュンさんに１月分米山奨学金の贈呈

◆•�次回例会は、１月13日（金）12：30～都ホテルでの通常例会です。亀田陽司新会員の卓話になります。
１月度お誕生祝いの贈呈も13日（金）に行います。
•�本日は新年例会です。皆様ごゆっくりとお過ごしください。

◆藤牧会長、木下直前会長、早川会長エレクト、水谷副会長

◆水谷副会長

◆早川会長エレクト

第2553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　

◆１／６（金）新年例会ご出席のお礼
◆四日市グループ会長幹事会開催の件（１／13）

◆� 3日　川島　勝士君　　� 7日　伊藤　太一君
　13日　服部　浩明君　　23日　伊達　敏和君
（ご夫人・ご主人）� 1日　落合　　穣君　夫人　真理子様　

� 1日　樋尾　庄悟君　夫人　亜矢様
� 8日　西尾　慎一君　夫人　恭子様　　
10日　生川　昌毅君　夫人　かほり様　　
16日　川島　勝士君　夫人　優子様　　
28日　大久保佑香君　主人　孝明様　　　
29日　西村　信博君　夫人　桂　様　　
31日　森　　信治君　夫人　伊久子様

◆（配布資料）•�ロータリーの友　１月号　•�ガバナー月信　　１月号
•�１月度例会開催に関するお知らせ・例会プログラム（１−３月）
•�職場例会について
•第94回ファイヤーサイドミーティング開催のご案内

◆（案　　内）•�2022−2023年度下期会費納入のお願いをお送りさせて頂きました。納入期限は１月
末日でございますので宜しくお願い致します。
•�次回例会は、１月20日（金）「クラブ協議会」です。前半期の反省と後半期の計画を五
大奉仕委員長より発表して頂きます。伊藤ガバナー補佐にもご訪問いただきます。
•�本日は、亀田陽司会員に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
　職業奉仕� � 水谷　委員長
　会員増強� � 樋尾　委員長

例会日誌
１月６日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆鏡開き

◆乾杯

◆中締め

１月13日（金）

◆会長挨拶

◆１月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

Weekly Meeting
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2022-2023

Weekly Meeting

◆担当：亀田　陽司会員
　演題：「2023年相場を占う」

藤牧　正浩君� �川島さん、伊藤太一さん、服部さん、伊達さ
んお誕生日おめでとうございます。あと半年
頑張ります。

岩田　雅之君� 亀田さん、本日の卓話楽しみにしております。
山路　恭三君� �今年もよろしくお願いします。お正月に50年ぶりに百人一首をやり、古い文化の良さ

がよみがえり、来年からもやろうと思いました。
坂野　信彦君� �先日、孫達と明宝スキー場に行きました。積雪は１m程でしたが雪質が硬目で足腰に

こたえました。
永田　正巳君� 令和５年、卯年は、飛躍の年です。皆んなで頑張ってまいろうではありませんか。
浅井　清司君� �あけましておめでとうございます！京都祇園、一力での日本文化愛好会の新年会も、

花やかにお開きとなりました。ご参加頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。
伊藤　　隆君� �昨夜は、中小企業家同友会の新春例会で講演・・・伊勢で一泊、今朝は、早く起きて

外宮を参拝、参道は、打ち水ですがすがしく、とても気持ちが良かったです。
大久保佑香君� �年が明けると、お雛様をお飾りしなければなりません。今年こそ、せめて1�week前

に飾ろうと思います。
川島　勝士君� お祝ありがとうございます！
佐々木薫子君� 本年も宜しくお願い致します。
若林　弘樹君� 川島さん、伊藤太一さん、服部さん、伊達さん、誕生日おめでとうございます。
中野　勝方君� みなさん、コロナが流行しています。自社の職人も、３名、休んでいます。
伊達　敏和君� 誕生日のお祝いを頂きまして、ありがとうございました。
石原　正敬君� �改めまして、新年明けましておめでとうございます。亀田さんの卓話、楽しみつつ国

政に生かして参ります！
藤村　　貴君� �日本文化愛好会のメンバーとして、「一力」さんに、初参加させていただきました。

素晴らしい機会をありがとうございました。
亀田　陽司君� �本年もよろしくお願いします。本日卓話させて頂きます。拙い話を聞いて頂き、あら

かじめ御礼申し上げます。

第2554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　
◆四日市グループ会長幹事会（1/13）出席報告
◆�高橋ガバナー訪問（1/20）の件
◆�ロータリー財団表彰
　＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（6）→　ピンの贈呈
　　浅井　清司君
◆�ロータリー財団より2021−22年度
①�『Every　Rotarian、Every　Year�／「財団の友」クラブ』のバナー
②『100％ロータリー財団寄付クラブ』のバナー
③『End�Polio�Now「歴史をつくるカウントダウンキャンペーン』の表彰状

◆（案　　内）•�次回例会は、１月27日（金）オープン例会です。つるや女将　小田絵里香氏をお迎え
します。
•�本日はクラブ協議会です。前半期の反省と後半期の計画検討（会長・五大奉仕委員長）
の発表です。後ほど、四日市グループ伊藤ガバナー補佐にご講評をいただきます。

◆卓話

◆ニコニコBOX

-

１月20日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

Weekly Meeting
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2022-2023

Weekly Meeting

◆出席報告� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 若林　副委員長

◆司会：岩田幹事
　前半期の反省と後半期の計画検討
　会長　　五大奉仕委員長

◆四日市グループガバナー補佐　伊藤友一様

伊藤　友一君� ガバナー補佐として、中間訪問をさせていただきます。
生川　昌毅君� 妻の誕生日にお花をいただきありがとうございます。
小畑　英慎君� 先日、自分のクリニックで１万人目の赤ちゃんが生まれました。
中野　勝方君� 来週から大寒波がくるそうです。みなさまお体をお気をつけください。
上田　　浩君� コロナ拡大しています。気をつけてがんばりましょう。
伊藤　裕司君� �先週月曜日の朝、少しのどがイガイガしていたので抗原検査をしたら陽性反応。日曜

日まで自宅にて隔離されていました。37℃くらいが１日あっただけです。ユーチュー
ブとアマゾンプライムにお世話になりました。

第2555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　

◆ゲスト・オブザーバー参加の皆様への謝辞　
　＊ゲストの川島様よりご挨拶
◆高橋ガバナー訪問（１／20）報告

◆（配布資料）•�確定申告用寄附金領収証　
•�クラブ会報１月号（印刷版）
　＊受付にご用意しておりますのでご希望の方はお持ちください。

◆（案　　内）•�次回例会は、２月３日（金）片岡新二会員の卓話になります。
•�例会前11：30より金扇の間におきまして、理事会を開催いたしますので、理事の方はお
集まりください。
•�本日はオープン例会です。あわら温泉つるや女将　小田絵里香様にご講演いただきます。

◆出席報告� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 小山　委員長

◆講演：あわら温泉�つるや女将　小田�絵里香様
　演題：「おもてなし　コミュニケーション力の向上」

◆あわら温泉　つるや女将　小田�絵里香様
　石垣島ダイビングショップJAM　オーナー　川島　実様
　　　　　　　〃　　　　　　　　インストラクター　佐藤　竜太様

岩田　雅之君� 本日オープン例会、小田様、卓話ありがとうございます。
若林　弘樹君� �小田絵里香様、今日はご講演ありがとうございます。楽しみにしております。また、川

島実さん、佐藤竜太さん、石垣からお越し頂きありがとうございます。土曜日、日曜日
も楽しみです。

◆委員長報告

◆クラブ協議会

◆ゲスト

◆ニコニコBOX

１月27日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆オープン例会　卓話

◆ゲスト

◆ニコニコBOX

Weekly Meeting
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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

出席報告
１月

日本文化愛好会
１月８日（日）

京都祇園「一力」

ゴルフ同好会
第608回
１月15日（土）

四日市カンツリー倶楽部
8：28～ OUT・IN同時スタート

中野　勝方君� いや～寒いですね。自家用車が雪で車庫から出せません。
藤村　　貴君� 堀木博貴さん、オブザーバー参加ありがとうございます。本日はよろしく御願い致します。

　日本文化愛好会の京都祇園「一力」さんで
の「新年艶遊の宴」を開催しました！�
大女将さんもわざわざお座敷にお出ましに
なりご挨拶いただきました！
コロナ禍でお客さんが全くいない日があっ
たなどご苦労話を拝聴しました！
また、７年ぶりに歌舞練場の耐震工事が完
成し今年から今まで通り開催されることなど
明るいニュースも伺うことができました！
開催にご尽力いただきました伊藤さん、ご
出席いただきました皆さんに改めまして御礼
申し上げます！

Attendance Report

１月13日（金） 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 藤牧会長 岩田幹事

１月21日（土） 高橋ガバナー公式訪問懇談会　於：四日市シティホテル　15：00～
出席者 藤牧会長 岩田幹事

１月28日（土） クラブ研修リーダーセミナー　名鉄グランドホテル　13：30～
出席者 （代理）藤牧会長

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 野﨑　裕史 46 42 88 18 70

２位 岩田　雅之 48 47 95 22 73

３位 小林　賢行 43 40 83 � 7 76
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