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「就任のご挨拶」理事・委員長発表

皆さんこんにちは、第59期の鳥羽ロータリー
クラブ会長という役を演じさせていただきます。
一年間よろしくお願いいたします。

たまたま偶然が重なり第1回目の例会で3名も
の方に入会していただき、本当にありがたく
思っております。会員増強は会長の責務と
「PETS」で言っていたような気がします。
56期幹事、57期副会長、58期予定者、そして

59期会長となりました。私なりにその年その年
の役職を務めてきましたが、やはり会長は緊張
度が全然違うのが実感です。浦田ガバナー補佐
が鳥羽に来られたとき、｢YES｣｢はい｣｢喜んで｣
この三つの言葉を言っていれば何にでもなれる
と仰っていたことを思い出します。

コロナ禍も少しずつ落ち着き、通常の生活へ
と戻りつつある中で、ロータリークラブの一番
大切である例会が59期のプログラム通り納会ま
で44回の通常例会が開催できれば一番ありがた
いと考えます。

今年度は私と皆さんが、毎回「心地よい例
会」の運営を目指し進めていきたいと思ってお
ります。皆さん一年間ご指導ご協力をよろしく
お願いいたします。
<報告＞

小林嗣雄さんの旭日双光章受賞祝賀会が9月
11日(日)開催されることが決まりましたのでご
報告させて頂きます。

【バッジ交換】

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【入会式】和田邦孝君・寺本祐二君・谷水洋介君

【委嘱状授与】地区青少年奉仕委員長 丸川竜也君

【7月のお祝い】

【行事】クラブフォーラム（三役担当）

「就任のご挨拶」 理事・委員長発表

※例会変更 鳥羽水族館 18：30～

【ソング】「手に手つないで」

【行事】納涼家族例会(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２０日

前回の記録 ７月６日

○会 長 杉原新一 ○副会長 中野多賀子 ○幹事 中村幸広

○会報担当 原田佳代子・迫間修平・伊藤信孝・丸川竜也
○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59期テーマ：「不易流行」 －心地よいロータリー活動を想像してー

会長挨拶・報告

2022年7月13日
通算第2776回例会
会報通算第2448回

7/6ホームクラブ 27/31 87.10%

6/22確定出席率 20/27 74.07％

幹事報告

委員会報告

■親睦活動委員会⇒納涼例会のご案内
日時：7月20日(水)18：30～
場所：鳥羽水族館 花さんご
出欠回覧をさせていただきます。ご家族様の多
くのお越しをお待ちしております。

1. 第59期事業計画書を週報ファイルに付けて配布
させていただきました。ご一読ください。

2. 第59期 7月定例理事会開催のお知らせ。
日時：7月13日(水)例会終了後 13：40～
場所：鳥羽商工会議所例会場にて

3. 7月ロータリーレート 1＄＝136円

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


谷水洋介 君 ◎推薦者 濱口和美 君
＜プロフィール＞
※事業所・役職 ㈱アスリードプラス / 代表取締役
※生年月日 1984年4月19日(38歳)
※血液型 O 型
※尊敬する人物 岡村重夫（日本の社会福祉学者）
日本の地域福祉について、地域福祉は可能な限り地域で解決をするこ
とを目指した方で、この思想に私自身とても影響を受けているから。

※趣 味 とにかく体を動かすことが好きです。特にサッカー・陸上
では色々な実績をもっています。また、企画をすることも好きで、今
までにも様々な企画をしてきました。

バッジ交換式 委嘱状授与

★入会式 ★ 入会おめでとうございます

第59期 杉原新一会長誕生 第59期 中村幸広幹事誕生 地区青少年奉仕委員長 丸川竜也君

和田邦孝 君 ◎推薦者 杉原新一 君
＜プロフィール＞
※事業所・役職 医療法人 豊和会 / 理事長
※生年月日 1971年8月10日(50歳)
※血液型 B 型
※尊敬する人物 孫正義（ソフトバンクグループ社長）

何事も挑戦する姿がかっこいいからです。
※趣 味 ゴルフ・旅行

寺本祐二 君 ◎推薦者 迫間修平 君
＜プロフィール＞
※事業所・役職 寺本歯科医院 / 院長
※生年月日 1978年4月14日(44歳)
※血液型 Ａ 型
※尊敬する人物 御木本幸吉
アメリカの学会で講演をした時に、御木本幸吉と同じ鳥羽の出身と言
ったら、講演後に会場にいたアメリカ人が、「我が国の大発明家トー
マス・エジソンが唯一尊敬した科学者がミキモトだ。私はミキモトと
同じ出身地のあなたの講演を聞けて光栄だ」と言われ、 誇らしさで
いっぱいになりました。

※趣 味 趣味と言って良いのかどうかわかりませんが、鳥羽市を元
気にすることがライフワークです。中国の唐代の名医が言った「上医
は国を医し、中医は人を医し、下医は病を医す」という言葉をモット
ーとしています。鳥羽に帰ってまだ5年ですが、趣味の時間は鳥羽市
を元気にするための活動をしてます。



■会 長 杉原新一 君
今年3月の「PETS」に参加した時、伊勢鳥羽志摩グループの中ではロータリー歴25
年､少ない方でも16年でした。入会8年目でまだまだ未熟な私ですが、第59期鳥羽
ロータリークラブ会長を務めさせていただきます。
RI会長ジェニファー・ジョーンズ氏「イマジンロータリー」「大きな夢をかなえた
ロータリーを想像して」会員が夢を実現するために行動し、クラブの魅力を最大限
に味わえる場としてのロータリーを思い描き、互いのつながりを深めることによっ
て世界に変化をもたらすパートナーシップを築くよう会員に呼びかけています。
2630地区ガバナー 高橋信治氏「ロータリーの心と原点を大切に、描こう明るい未来
を」「変えてはいけないもの」「変えても良いもの」「変えなければならないも
の」 「変えたいけど変えられない物」時流に流されず、誇りをもって、自分たちの
信じる道を堂々と歩んでいきたいと述べられています。
以上を踏まえ、59期鳥羽ロータリーのクラブテーマ 「不易流行」（いつまでも変わ
らないものの中に新しい変化を取り入れること。）、サブテーマを「心地よいロー
タリー活動を想像して」としました。
「今まで通り継続していくもの」、「少し工夫をして見直していくもの」、「理解
をいただきながら変えていくもの」を熟考し、59期に取り組んでいきたいと思いま
す。
重点事業は
１）会員増強、新入会員増員5名以上とし、鳥羽ロータリークラブのメンバーをより
強化、魅力あるメンバーを増やしより魅力あるクラブとする。
１）親睦はロータリーの1丁目1番地、親睦こそがロータリーの基盤、大切なのは会
員にとっての心地よさと配慮を一番に考え活動していく。
60年と言う大きな節目を59期がステップアップの年度となり、全メンバーの力と魅
力を結集し「不易流行」を考え、60周年に進んで行きたいと思っております。
会員皆様のご指導、ご協力を心よりお願いいたします。

■副会長 中野 多賀子 君
入会は16年目になりますが、初めての副会長を拝命し務めさせていただくことにな
りました。会長や幹事を経験させていただいていた頃はまだ若さもあり、気持ちも
ピリッを引き締まっていた記憶がありますが、この歳になって三役として前に座る
ことなんて想像もしていませんでした。
副会長は「会長不在の時の会長の代行」という、とても大事な役職もありますが、
杉原会長のあいさつにもあったように、とっても気合が入っており皆出席で頑張っ
て下さると思いますので、会長代行ということはあまり考えなくてもいいのではな
いかと思っています。
そして、五大奉仕の第一部門クラブ奉仕として、クラブ奉仕委員会の事業方針、事
業計画を把握し、充実したロータリー活動ができるよう心がけていきたいと思いま
す。また、昨年はコロナの影響で委員会事業が中止されましたが、今年度はそうい
うことがないよう願っております。
改めて気を引き締め会長・幹事と共に一年間頑張らせていただきますので、ご協力
の程宜しくお願いいたします。

■幹 事 中村 幸広 君
今期、「不易流行・心地よいロータリー活動を想像して」のテーマの元、幹事を拝
命致しました。
これまで58年間、先輩方が築き上げてきた歴史も大切にしながら、来る60周年に向
けて新しいスタイルも取り入れ、杉原会長の思いが叶う59期となるよう、裏方とし
てコツコツ役割を果たして行きたいと思っております。
ロータリー歴も浅く、至らない点も多々あるとは思いますが、歴代幹事の方々や事
務局の中村さんにご指導をいただきながら、努めて参りたいと思います。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。

クラブフォーラム ―就任のご挨拶―



杉原君・皆さん、頼りない私ですが会長という役を一
年間演じます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、入会
おめでとうございます。共に楽しんでいきま
しょう。

・野村会長、伊藤幹事、一年間お疲れ様でした。
56期林会長、57期中村会長と共にご指導よろ
しくお願いします。本日のクラブフォーラム
よろしくお願いいたします。

中村(幸)君・いよいよ59期スタートです。一年間、幹
事として勉強させていただきます。皆さんあ
たたかく見守って下さい。

・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、入会
ありがとうございます。これからもよろしく
お願いします。

中野君・今期、副会長を拝命しました。会長・幹事と
共に気を引き締めて頑張ります。

・和田君、寺本君、谷水君、ご入会おめでとう
ございます。ロータリークラブを共に楽しみ
ましょう。

中村(正)・59期三役に贈る一句。杉原会長へ…はじま
りだ、キレルコトナク、暑い夏。中村幹事へ
…二次会は、先に帰るよ、許してね。中野副
会長へ…お二人の、面倒見てね、見守って。
最後に…皆様と、59期を、楽しもう。

野村(一)君・本日から59期杉原新一丸スタートです。
パスト会長としてサポートしたいと思います。
58期中ダイエットは失敗しましたが、今日は
なぜか体が軽いです。

・本日入会の和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋
介君、入会おめでとうございます。持続可能
な鳥羽ロータリーの要の3人だと思います。
末永くお付き合いよろしくお願いします。

西川君・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、ご入
会おめでとうございます。これからもよろし
くお願いします。

濱﨑君・第59期杉原新一丸の船出、誠におめでとうご
ざいます。一年間宜しくお願いいたします。

・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、入会
いただき大いに歓迎いたします。

小林君・59期いよいよ始まりました。杉原会長、中村
幹事、中野副会長、一年間ガンバッテ下さい。

・59期は60周年準備委員会と会計を仰せつかり
ました。御協力宜しくお願いします。

・会員誕生日御祝
森岡君・59期杉原新一会長、中村幸広幹事、一年間が

んばって下さい。
濱口君・新入会員の皆様、ようこそ鳥羽ロータリーク

ラブへ！入会おめでしょうございます。一緒
にロータリーを楽しみましょう。

・入会記念日御祝
松田君・59期杉原新一会長、中村幸広幹事、よろしく

御願いします。なるべく出席するよう頑張り
ます。

・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、入会
おめでとう、よろしくネ！

・会員誕生日御祝
柴田君・杉原会長・中村幹事ファイト‼

７月６日分

東谷君・ロータリーに入会して24年、今年初心に返り
頑張りますのでよろしくお願いします。

・和田君・寺本君・谷水君これからよろしくお
願いします。

・久しぶりにスーツを着ました。次回は？です。
丸川君・第59期です。会長・幹事頑張って下さい。

和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、入会
おめでとうございます。ロータリークラブを
楽しんで下さい。よろしくお願いいたします。

伊藤君・59期の始まりですね‼今年度も素晴らしい年度
になりますよう願っております。

池田君・59期の始まりです。一年間よろしくお願いし
ます。和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、
ようこそ鳥羽RCへ。よろしくお願いします。

林 君・きれいな鐘の音色でした。やっと私の所まで
登りつめましたね。長い一年間になりそうで
す。すぐキレないで下さいね。すっきりした
ので2000円入れます。そして、谷水君、和田
君、寺本君ようこそ。

原田君・杉原会長、中村幹事、一年間よろしくお願い
いたします。

・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、よう
こそ鳥羽RCへおいで下さいました。ご入会お
めでとうございます。

中村(和)君・59期杉原丸の船出です。楽しい一年にな
ることを期待しています。

・和田君、寺本君、谷水君、入会おめでとうご
ざいます。細く永くロータリーライフを楽し
みましょう。

増田君・第59期のスタート、杉原新一会長・中村幸広
幹事・中野副会長他の皆さん、これからの一
年間どうぞよろしくお願いいたします。私は
財団委員長、クラブ研修リーダーとして頑張
りたいと思います。

・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、本日
は鳥羽ロータリークラブへのご入会誠におめ
でとうございます。歓迎いたします。末永く
どうぞよろしくお願い申し上げます。

村瀬君・第59期鳥羽ロータリークラブ杉原会長、いよ
いよ今日から出航ですね。ご活躍を祈念しつ
つ、会員皆様のご協力でいい一年にしていた
だきたいと思います。皆様、本日もよろしく
お願い申し上げます。

・今年度、会員増強委員会委員長に指名されま
した村瀬です。一年間よろしくお願い申し上
げます。また、ようこそ和田邦孝君、寺本祐
二君、谷水洋介君、杉原会長の元、無理せず
ロータリーを楽しみましょう。

・入会記念日御祝
阿部君・本日もよろしくお願いいたします。
山本君・納会も欠席になりましたが、20日の納涼家族

例会も申し訳ないのですが欠席させていただ
きます。

・入会記念日御祝
中村(泰)君・本日もよろしくお願いいたします。
吉田君・和田邦孝君、寺本祐二君、谷水洋介君、鳥羽

ロータリーへようこそ！
・3名の新入会員の記念すべき日に、私は白内障

の手術で欠席です。すみません！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ビジター受付はしていません！
★伊勢度会ＲＣ ①7月27日(水)→ 28日(木)10：00～ みなみいせレジャー村 ※納涼家族例会の為

②8月17日(水) ※特別休会の為
③8月24日(水) 神宮会館 ※創立記念例会の為
④8月31日(水)→ 26日(金) 伊勢商工会議所 ※ガバナー公式訪問合同例会の為

★志摩ＲＣ ①7月12日(火)12：30～ Hotel&Resorts ISE-SHIMA ※会場都合の為
②7月26日(火)7：00～ 豊和病院 ※早朝例会の為

近隣クラブ例会変更


