
【ソング】「それでこそロータリー」

【ゲスト及びビジター紹介】

【会長挨拶・報告】

【コラム】中村幸広 君

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【行事】クラブフォーラム(理事・各委員長担当)

とうとうこの日がやってきました。昨日は、記

録的大雨､深夜は、台風並の大風､今日も雨…や

はり私は雨男でしょうか⁉️

さて……

｢ もうロータリーどころではない｣そんな経済状

況の中､第57期会長を仰せつかりました。

コロナ禍の中､ロータリー活動においても､天気

のようにいい時もあり､悪い時もあるかと思いま

すが、楽しい､元気のあるクラブにするため､

withコロナで､コロナとともに一年間突っ走りま

す。また、自分自身の成長するための一年にも

したいと思います。会員の皆様ご指導､ご協力よ

ろしくお願いいたします🍀
【ソング】「四つのテスト」

【コラム】 阿部康之 君

【７月号友の紹介】伊藤信孝 君

【行事】第1回ガバナー補佐訪問例会

伊勢・鳥羽・志摩グループ

ガバナー補佐 河野 等 様(伊勢ＲＣ)

※例会終了後クラブアッセンブリー開催

本日の例会プログラム

次回の予告 ７月１５日

前回の記録 ７月１日

○会 長 中村和寛 ○副会長 杉原新一 ○幹事 吉田一喜

○会報担当 丸川竜也・山本元昭・中村泰広・宮濵克行
○事務局 〒517-0022 鳥羽市大明東町1-7 鳥羽商工会議所2F

TEL 0599-25-6039 FAX 0599-26-4588 E-mail: tobarc@poplar.ocn.ne.jp
○例会日 毎週水曜日 12時30分～13時30分
○例会場 鳥羽商工会議所2Ｆ 特別会議室

第57期テーマ：「うまくやるより、全力でやる‼！」鳥羽の明日に向かって

会長挨拶・報告

2020年7月8日
通算第2708回例会
会報通算第2380回

7/1ホームクラブ 27/31 87.10％

6/17確定出席率 25/30 83.33％

幹事報告

【バッジ交換式】

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【委嘱状授与】丸川竜也 君

(地区青少年奉仕委員会 副委員長)

【7月のお祝い】

【行事】 (三役・理事担当)

委員会報告

■親睦活動委員会⇒夏の家族例会のご案内。

日時：7月22日(水)18：30～

場所：鳥羽ビューホテル花真珠

■56期幹事⇒57期会長幹事を励ます会のご案内

日時：7月8日(水)18：30～

場所：鳥羽国際ホテル もんど岬

■あひる会⇒第57期あひる会コンペのご案内

日時：7月10日 9：00集合 9：37スタート

場所：近鉄賢島カンツリークラブ

1.第57期事業計画書を配布させていただきまし

た。ご一読ください。

2.7/8(水)第57期7月定例理事会のご案内。

3.7/15(水)はガバナー補佐訪問、クラブアッセン

開催のご案内。

4.クラブフォーラムの原稿(200～300文字)は、

発表された週の金曜日までに提出して下さい。

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


■会長 中村 和寛 君

うまくやるより全力でやる❗

こんな情勢なので､57期は事業を通じて､メンバーの結束を深める会員相互の親睦、例会に

力を入れたいと思います。出席すればいろいろな情報交換ができる。いろんな会話ができ

る。大変な時､苦しいときこそ､メンバー間の交流が必要だと思います。

他クラブが会員減少する中､鳥羽クラブは新入会員5人を目指します。

また、本年度は、たくさんの事業がある中､少しはまったりとロータリー少しのサロン化

も目指したいと思います。

各委員長､委員会の皆さん、一年間ご協力よろしくお願いいたします🍀

■副会長 杉原 新一 君

クラブ奉仕として、会員増強・情報・広報 親睦活動・（プログラム）の担当をさせてい

ただきますが「プログラム委員長」は理事でもありますし、何も言えるような方ではあり

ません。

他の委員会を中心に

基本方針

＊ロータリーの基本｢奉仕と親睦｣を中心にクラブ内の充実した委員会活動を行う。

重点事項

＊各委員会のミーティングを行い運営方針と進歩状況の周知を図る。

各委員会に参加して進歩状況を管理していきます

中村会長の言われる「新入会員５名」の為、特に増強委員会の進歩状況に力を入れたい。

そして例会は重要です。ＳＡＡが中心になり親睦委員会と協力して行ないますが、中村Ｓ

ＡＡとは少し仲が良いので、越権行為はしないようにしながら親睦委員会と共に良い例会

運営をお手伝いしていきたいと思います。

57期一年間よろしくお願いいたします。

■直前会長 林 巧 君

会長退任の後、必ず付いてくる役職が直前会長です。

一般的には会長への助言が主な役割だと思います。中村会長とは同期で入会です。今期で

満10年、互いに相談することは日常でした。私が思う直前会長の役目、私から会長に意見

を言う必要はありません。会長からの相談には誠心誠意、助言させていただく覚悟です。

公での役割は、乾杯の挨拶等です。少し寂しい気がしますが、今日から中村会長が主役で

す。有能な三役、委員長に恵まれているので、楽しい1年にしてください。

バッジ交換式

クラブフォーラム －就任挨拶―

委嘱状授与

第５７期中村和寛会長誕生 第５７期吉田一喜幹事誕生 地区青少年奉仕委員会 副委員長
丸川竜也君



■幹事 吉田 一喜 君
中村新会長を支える幹事として1年間宜しくお願い致します。
ロータリークラブは世界的な組織です。世界は新型コロナで経済をはじめ、苦しんでおり
ます。「奉仕の理想」の歌詞にもある通り、我々は、望むは世界の久遠の平和です。
平時にはそれなりに活動していれば良いと思いますが、このような非常時には、まったり
した雰囲気の中でも全力で活動していかねばならないと思います。どうぞ宜しくお願い致
します。

■副幹事 伊藤 信孝 君
副幹事として、前年度の幹事である杉原新一君と今年度の幹事である吉田一喜君から良く
学び、幹事としての仕事を認識・確認していきたいと思います。
次年度が動き出すまで短い時間ですが、勉強したいと思います。よろしくお願いいたしま
す。

■職業奉仕委員会 委員長 中村 泰広 君
職業奉仕委員長を拝命した、中村です。
高潔な品性について、一年間自分の教育と位置づけ活動してまいります。
エマソンの言葉に、普通の人は「仕事」で買われ、高潔な人は「人物」で買われる、とあ
ります。
このコロナ禍の中、職業奉仕の神髄である「高潔な品性」を育む活動を、楽しい例会を通
じて行っていきたく思っておりますので、よろしくご指導お願い申し上げます。
1918年・19年・20年のスペイン風邪で、世界で5千万人が亡くなり、その20年後太平洋戦
争になっています。今回のコロナ禍で50万人が亡くなっています。ロータリーの目指す平
和な社会づくりは、ますます重要になってきました。この一年、職業奉仕についてじっく
り勉強させていただき、楽しんで活動してまいります。

■社会奉仕委員会 委員長 濱口 和美 君
第56期に引き続き57期も社会奉仕委員長を務めさせていただきます。57期社会奉仕委員会
は会長スローガン「うまくやるより、全力でやる!!」をモットーに頑張りたいと思いま
す。事業計画としては、ひだまりフェスタは例年通りですが、今期の社会奉仕委員会の一
番大きな事業としてR財団地区補助金事業「鳥羽高校”鳥羽学”支援イベント」の開催を
予定しています。また昨年初めて開催したボッチャ競技会を今期も引き続き開催いたしま
す。いずれにせよ新型コロナウイルス感染がまだまだ終息しない中、どこまで事業が実施
できるか読めない状況ではありますが、委員会メンバーはもちろんのこと鳥羽ロータリー
クラブメンバー全員のご支援協力をお願いいたします。

■国際奉仕委員会 委員長 中野 多賀子 君
今期、国際奉仕委員長を拝命しました。
前期の国際奉仕委員会はコロナ禍のため、全ての事業がやむなく中止となったので出来る
限り今期引き継いでいければ、と思っています。
中でも来年５月に予定されている姉妹クラブである花連ロータリークラブの創立60周年記
念式典には、たくさんのメンバーや家族の皆さんとお祝いに参加し、またそれに伴う招聘
に来られたらしっかりとお出迎えしたいと思います。

17年も続けてきた「インターナショナルだよ子ども達」については子ども達の参加が
少なくなってきたり、国際ボランティアの方がそろそろ退かせてほしいと願い出ているた
めに、この事業も考える時期にきたのでは？と思いますが、今期は昨年出来なかっただけ
に中途半端で終わらせずに、他の委員と相談しながら何らかの形で出来るよう頑張りたい
と思いますのでご協力の方、どうぞよろしくお願いします！✴

■プログラム委員会 委員長 東谷 佳一 君
ロータリーメンバーとして有意義であり、各自の為になり、そして面白い例会プログラム
を展開するのがクラブにとって一番重要な事と考え、一年間 突っ走る・・・を目標にし
進みたいと思います。
又、今年は他団体・教育関係者との合同事業も多く、その関係者に数回、例会に来ていた
だき合同事業と合わせて本来のロータリーの目標・気概等々知ってもらう例会運営を目指
したく考えております。
そして年度末には皆さんに一年間の例会プログラムの評価をしていただく場を持ちたいと
思いますので、例会出席100％を・・・期待しております。



■財団委員会 委員長 池田 長示 君

2年、間をおいての3回目の財団委員長をさせて頂きます。一年間、よろしくお願いします。

事業方針として、ロータリー財団の使命「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教

育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよ

うにすること」の考えに則り、ロータリー財団への理解を更に深めていただくとともに、

自分たちが奉仕活動を実践するための寄付(年次寄付)の理解と協力をお願いする。

ということで、一年間進めさせていただきます。

財団の年次寄付金については、一人150ドルが3年続いていますので、今期も前期と同様、

一人当たり、130ドル、クラブ予算よ20の合計150ドルでお願いします。

ポリオ撲滅支援活動の方は、地区補助金事業の時に理解と募金をお願いするつもりでい

るのでよろしくお願いします。

委員に、西川 実さん、濱口和美さん、柴田耕司さんです。

よろしくお願いします。

■ＳＡＡ 中村 正人 君

未だに経験したことの無い社会情勢、時間が止まったようにも思います。いつもなら時の

経つのは早いと感じますが今は不安の中でスタート。57期を先人に学び強い仲間意識を

もって、ロータリーの歴史の中で二番目の新たな挑戦年度として楽しい例会の場を、築い

ていきます。

■地区青少年奉仕委員会 副委員長 丸川 竜也 君

今期の委員会の組織体制は、カウンセラーに岡田ＰＧ、藤下委員長を中心とした6名で構

成されています。私も地区に3年目となりました。副委員長として、委員長のサブとして

頑張りたいと思います。前期はコロナ渦で、青少年奉仕委員会のイベントなど、延期、中

止等を余儀なくされたとおもいます。また、学校の休校等で青少年を取り巻く環境が、大

きく変わってしまったと思います。外出もままならず、自宅待機で多くのネット依存症、

ゲーム依存症の報告も聞いております。

今期は委員長の方針で「他人のことを思う心」「気遣う心」を基本として活動したいと

思っております。出前講座の支援、講座の依頼等、各クラブの活動がスムーズに実施出来

るように支援したいと思います。地区より委嘱頂き、また鳥羽ロータリークラブの出向と

して、皆様に恥じないように頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。

★伊勢ＲＣ 7月7日・14日・21日・28日 ※臨時休会

★伊勢中央ＲＣ 7月24日(金) 法定休日

7月31日(金) 二見シーサイドバーベキュー ※納涼例会の為

8月14日(金) ※特別休会

★伊勢度会ＲＣ 7月8日(水)・29日(水) ※休会

8月5日(水)→8日(土)17：30～ NEMU RESORT ※納涼家族例会の為

8月12日(水) ※特別休会

8月26日(水)→21日(金)12：30～ 伊勢商工会議所※ガバナー公式訪問(伊勢中央合同)

★伊勢南ＲＣ 7月2日(木)・9日(木)・16日(木)・30日(木) ※短縮例会

7月23日(木) ※法定休日

★志摩ＲＣ 7月28日(火)7：00～ 豊和病院 ※会員健康検診の為

※伊勢中央RC・伊勢南RCは、例会参加・ビジター受付は新型コロナウイルス感染拡大防止のためご容赦

ください。



７月１日分

中村(和)君・とうとうこの日が来ました。57期一
発目‼昨日は緊張のあまり、ＳＡＡ委員会
に交じりやりすぎてしました。一年間全
力で突っ走ります。会員の皆さん、ご指
導よろしくお願いいたします。

・村瀬敬一君、鳥羽ロータリーへようこそ‼
楽しんでいって下さい。

・丸川竜也さん、地区青少年委員会副委員
長、鳥羽ＲＣ代表として一年間頑張って
下さい。

杉原君・いよいよ中村会長、鳥羽ＲＣ第57期が始
まります。副会長として勉強させていた
だきます。皆様、一年間よろしくお願い
いたします。

・村瀬敬一君、オブザーバー出席歓迎しま
す。次回の入会楽しみにしています。

吉田君・中村和寛新会長と共に積極的に活動して
いきます。

・一年間、幹事として職務を全うしたいと
思います！どうぞよろしくお願いいたし
ます。

・明るく楽しい、そして結束力のある鳥羽
ロータリークラブの一員をして頑張りま
す。

・オブザーバー村瀬敬一さん、いらっしゃ
いませ！

・本日も宜しくお願いいたします！
小林君・57期会計を拝命いたしました。一年間よ

ろしくお願いいたします。村瀬さん、よ
うこそロータリーへ。

・会員誕生日御祝
丸川君・中村会長、吉田幹事、今期一年よろしく

お願いします。村瀬敬一様、ようこそい
らっしゃいました。

濱口君・第57期スタートですね。中村会長頑張っ
て下さい。応援しています。本日クラブ
フォーラムです。よろしくお願いしま

す。
・入会記念日御祝

中野君・いよいよ57期がスタートしました。中村
会長、吉田幹事、杉原副会長頑張って下
さい。できる限りの協力をさせていただ
きます。

・今期、国際奉仕委員長を務めさせていた
だきます。ご協力宜しくお願いいたしま
す。

・前期100％出席の記念品を頂きました。村
瀬敬一さん、ようそこお越し下さいまし
た。

中村(泰)君・今年は職業奉仕を担当させていただ
きます。本日もよろしくお願いいたしま
す。

東谷君・57期、今日から一年間プログラム委員会
をよろしくお願いします。

・村瀬敬一君、同じケイイチ同士で頑張り
ましょう。

森岡君・中村和寛会長、57期頑張って下さい。村
瀬敬一さん、ようこそロータリーへ、楽
しみましょう。

宮濵君・中村会長、吉田幹事、一年間頑張って下
さい。よろしくお願いします。

西川君・今期もよろしくお願いします。
林 君・57期、新体制おめでとうございます。
原田君・中村会長、吉田幹事、一年間よろしくお

願いいたします。
中村(正)・57期中村会長執行部のメンバーの皆

様、12ヶ月走り切りましょう。
・村瀬敬一君、待ってました！昔のように
楽しみましょう！必ず入会よろしくね！

増田君・中村和寛丸の船出の日、応援しておりま
す。三役・理事の皆さんもご苦労様です
皆さん一年間どうぞよろしくお願いいた
します。

・村瀬敬一さん、ようこそロータリーへ。
楽しんでいって下さい。

濱﨑君・本日は57期中村一座のスタート、誠にお
めでとうございます。宜しくお願いいた
します。

・村瀬敬一様、ようこそロータリーへ。歓
迎いたします。

松田君・57期中村和寛会長、船頭よろしくお願い
します。

・村瀬敬一さん、ようこそ！
・会員誕生日御祝

池田君・村瀬敬一様、本日はようこそ鳥羽クラブ
へ。3回目の財団委員長になります。一年
間よろしくお願いします。西川さん、濱
口さん、柴田さん、よろしくお願いしま
す。

野村(保)君・久しぶりです。顔を忘れられていな
いか心配です。

伊藤君・中村和寛会長、吉田一喜幹事、一年間忙
しいと思いますが頑張って下さい。陰な
がら応援しています。

山本君・今年度、初のＳＡＡに入ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。

・入会記念日御祝
中村(幸)君・中村会長、色々期待しています。

・57期、会員増強委員長をさせていただき
ます。一年間ご協力をお願いいたします。
村瀬敬一様、本日はお忙しい中ありがと
うございます。

阿部君・本日早退させていただきます。


