
【ソング】「四つのテスト」

【ゲスト及びビジター紹介】

【会長挨拶・報告】

【志摩ＲＣ会長ご挨拶】橋爪淳子 様

【入会式】 村瀬敬一 君

【コラム】 阿部康之 君

【７月号友の紹介】伊藤信孝 君

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【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

雨の日が続きます。本日は梅雨についてお話を
します。英語ではEAST ASIAN RAHNY SEASONと呼
びます。北海道と小笠原諸島を除く日本、朝鮮
半島南部､中国南部から長江流域にかけての沿海
部､および台湾など東アジアの広範囲においてみ
られる特有の気象現象で雨季の一種であります。
梅雨の代表的な植物はつゆくさ・あじさい、歌
は、てるてる坊主・五月雨です。長い長い梅雨
が続きますが､皆さん体調管理に気をつけていた
だきたいと思います。
九州熊本県南部豪雨においての行方不明､死者合
わせて60名以上だと聞いております。心よりお
見舞い申し上げます。
今日もよろしくお願いします。

※例会変更 鳥羽ビューホテル花真珠 18：30～

【ソング】「手に手つないで」

【行事】 夏の家族例会

(親睦活動委員会担当)

本日の例会プログラム

次回の予告 ７月２２日

前回の記録 ７月８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15日
通算第2709回例会
会報通算第2381回

7/8ホームクラブ 27/28 96.43％

6/26確定出席率 27/31 87.10％

幹事報告

【ソング】「それでこそロータリー」

【コラム】中村幸広 君

【行事】 クラブフォーラム(理事・各委員長担当)

委員会報告

■親睦活動委員会⇒夏の家族例会の出欠の回覧
をします。振るってご参加下さい。

■56期幹事⇒今晩、57期会長幹事を励ます会を
開催します。

■56期会長⇒辻パストガバナーからの手紙を回
覧します。

■７月家庭集会開催のお知らせ⇒
日時：7月13日(月)18：30～
場所は決まり次第連絡します。

1.本日例会終了後、第57期7月定例理事会を開催
します。

2.次週7/15(水)はガバナー補佐訪問例会終了後、
クラブアッセンブリーを開催します。委員長が
欠席の場合は副委員長に代理をお願いしてくだ
さい。

3.７月ロータリーレート 1＄＝107円
4.7/5(日)に、6クラブガバナー補佐・会長・幹事
の会合がありました。その中でコロナ禍のメイ
クアップ対応についてのお話が挙がりました。
この後の理事会で議論する予定です。

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


■会長エレクト 野村 一弘 君
57期が始まり次次期会長という名称から会長エレクトとなり、責任感がジワリと増してき
た印象を受けます。今コロナ禍で事業もロータリー活動も大変な時です。次期に責任持て
るよう事業の立て直しを計り、歴代会長や中村会長に学び次期に備えたいと思います。
よろしくお願いします。

■青少年奉仕委員会 委員長 羽柴 聡 君
本年度、青少年奉仕委員会は、今日のリーダーを作り明日のリーダーを育てるを念頭に置
き、次世代を担う青少年への奉仕活動を通じ、多様化する世界でも活躍できる人作りを推
進していきます。
前年度の伊藤委員長の思いを引き継ぎ、キャリア学習支援プログラムに力を入れ青少年の
育成に努めてまいります。

■会 計 小林 嗣雄 君
57期、会計を拝命致しました。
30年目のロータリー活動の中、初めて会計の大きな役割を頂きました。今期は各委員会の
事業も大変多く収支をきっちりと確認しながら、大らかに進捗を見守り実行してまいりま
す。御協力宜しくお願い致します。

■城山築城推進委員会 委員長 小林 嗣雄 君
委員には濱﨑與吉副委員長、西川実委員の3名で57期推進してまいります。
50周年記念に起ち上げた鳥羽城天守閣築城事業も7年目を迎ます。57期中村会長の推進テ
ーマ「うまくやるより、全力でやる!!」鳥羽の明日に向かって、と言うことでこれを風化
せずに鳥羽城天守閣築城の意識を鳥羽市民に啓蒙して行きたいと思っています。今期の事
業は3項目上げました。
1.広報活動の推進、状況が許せば12月初旬を目処に城山公園に再々度お城のイルミネー
ションを実行する

2.嘉隆さくら祭りへの協力
3.城山公園に55期で植樹した樹木の施肥と手入れを実施する。
色々とお手伝いをお願いすると思いますが御協力お願い致します。

■クラブ研修リーダー 杉原 新一 君
昨年、「クラブ研修リーダー」氏名確認のお願いの資料が送られてきました。2020-21年
度会長 中村和寛、幹事 吉田一喜の記名がありました。クラブ研修リーダー名は空欄で
したが、いつの間にか私の名前が入っていました。
昨年ＩＭで幹事に発表を振られて大変悲しい日々を過ごし、当日辛い思いをしました。本
来ならばパスト会長が望ましいとのことでしたが、歴代のパスト会長は知らん顔をして、
そして中村会長は無視をしました。
今年度は噂によると、「ＧＴＭ」グループ・トレーニング・ミーティングはクラブ研修リ
ーダーが担当とのこと、前年度のように悲しい日々を過ごして辛いその日を迎えるので
しょうか・・・。
補足（剱田ガバナーエレクトより）
次年度，私は各ロータリークラブの代表は会長・幹事・クラブ研修リーダー3人と考えて
おります。
①次年度はIMという名称は使わず、Group training meeting(グループトレーニングミー
ティング)の名称でクラブ研修リーダーの皆様に一年間やってこられた研修の報告、成果、
課題をグループ内で議論、共有していただく予定です。担当グループのガバナー補佐には
ファシリテーターを担当していただきますので綿密な打ち合わせをお願い致します。
②クラブ研修リーダーの任命
１、クラブ研修リーダーの任命は、 クラブ会長エレクトが行う。他の役職と兼任も可。
２、任期 クラブ研修リーダーの任期は１年。（連続で就任できる任期は３期まで）
３、資格要件 ：資格は特に要しないが、パスト会長が望ましい。

クラブフォーラム －就任挨拶―



■会員増強委員会 委員長 中村 幸広 君
会員増強委員長をさせていただきます、初めての委員長職ですので、一年間学びながら務
めさせて頂きたいと思います。
事業計画として、
1. 各委員会と連携しながら魅力的なクラブ活動を促進する。
2. 会員相互の親睦を深め会員維持に努める。
3. 今後の会員増強のための入会見込み者の発掘を行う。
以上の、３つを掲げております。コロナ禍で会員増強に関しては特に厳しい状況と思いま
すが、中村会長の期待値に近づけるよう「うまくやるより全力でやる！」の精神で活動し
て参りますので、皆さん、ご指導・ご協力よろしくお願いいたします。

■情報委員会 委員長 原田 佳代子 君
コロナ禍においていろいろな情報が飛び交う中、情報の取得と、情報の確認の大切さを深
く考えさせられました。
今までの新入社員の心得「ホウレンソウ」を大事に「テン・シュ・カク」テンションを上
げ情報を取得し、確認し修正するという最近の心得も頭に入れて、豊かな情報を会員に届
けるとともに、正しくロ-タリ-を周知することに努めてまいります。

■広報委員会 委員長 丸川 竜也 君
事業方針といたしまして、広報活動を通して、ロータリーの認知度と公共イメージの向上
に努めたいと思います。ＲＩでは公共イメージを重視し、ロータリーとはと聞かれた時、
ロータリーはこんないい活動をしいてる団体なんだ、と言われるようになることを目指し
てます。報道機関、週報等でロータリーの扉を開けたいと思っています。1年間よろしく
お願いいたします。

■親睦活動委員会 委員長 阿部 康之 君
中村会長の本年度テーマに掲げています「うまくやるより、全力でやる！」を念頭に、会
員・家族の親睦がより深められるよう全力で企画、運営していくことを心掛けていきます。
また、今後はあらゆる親睦活動が３密にならないよう極力配慮し、創意工夫し楽しい時間
を送れるよう努めます。

■米山奨学会委員会 委員長 増田 肇 君
｢米山記念奨学会｣とは、日本で学ぶ優秀な外国人留学生に奨学金を支給し、学問を極めた
知日家･親日家として育てて世界に羽ばたかせ、将来、日本と世界とを結ぶ懸け橋となる
人材を育成する会であります。
10月の米山月間には、まず2630地区より米山奨学生(又は米山学友)をお招きして卓話を

して頂く機会を設けたい。また、半期に一度会費より頂戴している普通寄付金とは別に、
特別寄付金として募金箱を回させて頂き、会員の皆様の米山記念奨学会についての意識を
高めて頂きたいと思います。

■ＳＡＡ 中村 正人 君 ※前回クラブフォーラムの補足
1. 司会・お弁当の手配等、他の委員会メンバーにも関わっていただきたいので心づもり

をお願いします。
★食事弁当の手配担当予定★

7月 ＳＡＡ 1月 社会奉仕・国際奉仕
8月 三役 2月 青少年奉仕・財団
9月 ＳＡＡ 3月 ＳＡＡ
10月 会員増強・情報 4月 ＳＡＡ
11月 広報・親睦 5月 米山・城山築城推進
12月 プログラム・職業奉仕 6月 ＳＡＡ

2.お祝いの記念品は以下の通りです。お楽しみに！
・会員誕生日：季節の鉢花 (坂生花店)
・夫人誕生日：冷凍照焼きハンバーグ (マルミフーズ)
・結婚記念日：出席：カットチーズケーキ4個/欠席：レトルトカレー2食(国際ホテル)
・入会記念日：カラーTシャツ (フジマキネクタイ)



７月８日分

中村(和)君・本日、私にとって2回目の例会です。

委員長の皆さん、クラブフォーラムよろ

しくお願いします。

・今日の夜「会長・幹事を励ます会」を開

いていただいてありがとうございます。

先輩方々良きアドバイスをお願いいます。

・中村幸広君、コラム楽しみにしておりま

す。ご苦労様です。

吉田君・本日、例会・理事会ともよろしくお願い

いたします！

杉原君・本日は「クラブ研修リーダー」としての

クラブフォーラムです。よろしくお願い

します。

・中村幸広君、コラムとても良かったです。

中村(幸)君・本日コラムさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

中村(正)君・57期クラブフォーラム、熱い思いを

聞きます。

・57期お初のコラム、会員増強中村幸広委

員長楽しみにしています。

小林君・今期、築城推進委員会の担当です。委員

会には濱﨑さん、西川さんです。

東谷君・気分が悪かったのですが、例会に来てス

ッキリしました。

中野君・中村ユッキー君、コラム頑張って下さい。

本日も宜しくお願いします。

濱﨑君・中村幸広君、コラム楽しみにしておりま

す。本日も宜しくお願いいたします。

増田君・米山奨学会委員会で発表させていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

濱口君・本日もクラブフォーラムですね。皆様頑

張って下さい。中村幸広君、本日のコラ

ム楽しみにしています。

野村君・57期始まりました。心機一転今期の皆様

よろしくお願いします。

伊藤君・本日もよろしくお願いします。

山本君・今日は会長幹事を励ます会で、鳥羽国際

ホテルをお使いいただきありがとうござ

います。気持ちだけですがサービスをさ

せていただいておりますのでお楽しみに‼

野村君・中村幸広君、コラム楽しみにしています。

中村(泰)君・本日も宜しくお願いいたします。

阿部君・本日もよろしくお願いします。

林 君・中村ユキ君、コラム楽しみです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～ コラム～

中村 幸広 君

「コンクリートの話」

本日のコラムは、日々仕事で使用している「コンク
リート」についてお話させて頂きます。

セメントとコンクリートの違い、わかりますか？

よくお客様から、「セメントを塗ってくれ」とか

「セメントを敷いてくれ」とか言われますが、セメ

ントは単独で使えません、コンクリートを作る材料

の一部です。

・セメント + 水 ＝ セメントペースト

・セメント + 水 + 砂 ＝ モルタル

・セメント + 水 + 砂 + 砂利 ＝ コンクリート

セメントは砂と砂利を引っ付ける「のり」のような

役割を果たしてまして、中に含まれる物質と水が化

学反応を起こして、結合することでコンクリートが

固まります。

普段、私の会社が工事で使用する時は、生コン工場

で練り合わせてもらったものをミキサー車で運んで

もらって使用します。１０数年前までは土木工事が

沢山あり、鳥羽にも生コン工場が３件ありましたけ

ども、現在は松尾町にある１件だけの状況です。

コンクリートの性質は圧縮する力には強いけど、

引っ張られると非常に弱いので、引っ張り力に強い

鉄筋を同時に使用して、鉄筋コンクリートとするこ

とで色々な用途で使用することが出来ます。

コンクリートの種類も用途により色々ありまして、

通常より早く固まるコンクリートや、固まるのが遅

いコンクリートなどもあります、例えば、離島など

運搬に時間がかかる所で工事をするときに使用しま

す。

最近では、古くなって出来たひび割れを自分で修復

するコンクリートも開発されたそうで、200年間生

き続ける微生物をコンクリートに練り込んでおいて、

数年後にひび割れが発生した場合、微生物が反応し

てコンクリートを修復してくれるらしいです。この

ように、日々材料も進化しています。コンクリート

工事が必要な時は、ご相談下さい。


