
1. 次週、例会変更(納涼家族例会)について

日時：7月20日(水)18：30～

場所：鳥羽水族館 花さんご

2. 7/27(水)ガバナー補佐訪問例会後、クラブア

ッセンブリ―を開催します。委員長が欠席の

場合は代理をお願いします。

3.本日例会終了後、7月定例理事会を開催します。

※例会変更 鳥羽水族館 花さんご 18：30～

【ソング】「手に手つないで」

【会長挨拶・報告】

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【行事】納涼家族例会(親睦活動委員会担当)

先週はバッジ交換、入会式、委嘱状授与、7月の

御祝い、たくさんの行事がありました。

初めてロータリーの例会に参加したくらい緊張

しました。本日第2回目の例会です。よろしくお

願いいたします。

テレビの話は余りしたくありませんが、安倍元

総理、今月1日には伊勢のサンアリーナで元気な

お姿でしたが、1週間後8日に奈良県で銃撃され

お亡くなりになりました。昨日12日葬儀をテレ

ビの録画を見ました。「特別儀じょう隊」の出

動、沿道からの「安部さんありがとう」の声や

「拍手」思い出の場所各地を霊柩車で訪れてい

ました。私は自然と出てくる涙を拭きながら見

ていました。安倍元総理のご冥福を心よりお祈

り致します。

本日クラブフォーラム2です。よろしくお願いい

たします。

【ソング】「それでこそロータリー」

【志摩ＲＣ会長ご挨拶】塩本智幸 様

【コラム】濱口和美君

【7月号友の紹介】中村幸広君

【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

【ソング】「四つのテスト」

【コラム】増田 肇 君

【行事】第1回ガバナー補佐訪問

伊勢・鳥羽・志摩グループ

ガバナー補佐 池田六太郎 様

(伊勢度会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２７日

前回の記録 ７月１３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20日
通算第2777回例会
会報通算第2449回

7/13ホームクラブ 21/30 70.00％

6/29確定出席率 21/25 84.00％

幹事報告

委員会報告

■親睦活動委員会⇒納涼家族例会の要領説明。

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


クラブフォーラム ―就任のご挨拶―

会長 杉原新一君 会長エレクト 中村正人君 副会長 中野多賀子君 直前会長 野村一弘君

幹 事 中村幸広君 副幹事・会員増強委員長 職業奉仕委員長 吉田一喜君 社会奉仕委員長 伊藤信孝君

国際奉仕委員長 林 巧君 地区青少年奉仕委員長 プログラムI委員長 中村和寛君 財団委員長・クラブ研修リーダー

会計・60周年準備委員長 Ｓ．Ａ．Ａ. 東谷佳一君 親睦活動委員長 阿部康之君 米山奨学会委員長 池田長示君

広報委員長 原田佳代子君 情報委員長 羽柴 聡 君
一年間よろしくお願いいたします。

志摩ＲＣ 塩本智幸会長、水谷功幹事がご来訪くださいました！

■志摩ロータリークラブ 塩本智之 様

本日は貴重なお時間を頂戴しまして有難うございます。
本年度、志摩ロータリークラブのテーマを「原点と向き合おう、必要と
されるクラブになるために」と致しました。本年も多くの事業を実施さ
せていただくため、急ピッチで準備を進めているところでございます。
ロータリーとうい海原で、歴史ある鳥羽ロータリークラブさんの胸を拝
借し、良き僚船となれますよう鋭意努力して参りますので、今後ともご
指導の程よろしくお願いいたします。

村瀬敬一君

青少年奉仕委員長 丸川竜也君 増田 肇 君

小林嗣雄君



志摩ＲＣ会長 塩本智幸 様
・志摩ロータリークラブ第34代会長を務めさせ
ていただきます塩本でございます。親クラブ
であります杉原丸のご出港、心よりお祝い申
し上げます。どうぞ一年間宜しくお願いいた
します。

志摩ＲＣ幹事 水谷 功 様
・今期志摩ＲＣの幹事をさせていただきます水
谷です。本日はお世話になります。今後とも
よろしくお願い申し上げます。

杉原君・志摩ロータリークラブ塩本会長、水谷幹事、
例会訪問ありがとうございます。

・コラム 濱口和美君流石完璧でした。「友」の
紹介 中村幸広君良く出来ました。

中村(幸)君・志摩ロータリークラブ会長 塩本智幸様、
幹事 水谷功様、本日はご訪問いただきありが
とうございます。一年間よろしくお願いいた
します。

・濱口和美様コラムありがとうございました。
本日クラブフォーラムです。理事・委員長の
方々よろしくお願いいたします。

中村(正)君・志摩ＲＣ会長 塩本智幸様、幹事 水谷功
様、ようこそ鳥羽へ。今年こそ合同例会した
いですね。

・濱口和美様さすがするどいコラムでした。
友の紹介 中村幸広君良かったです。

・お姫様の気持ちを伝えます。初めまして、こ
んにちは中村七奈子(ﾅﾅｺ)です。7月10日に生
まれました。正人君、おじいさんになりまし
た。12月のクリスマス例会でお会いしましょ
う、おやすみなさい。

野村君・志摩ＲＣ会長 塩本智幸様、幹事 水谷功様、
ようこそ鳥羽ＲＣへ。一年間ご苦労様です。

・濱口和美君コラム良かったです。中村幸広君
7月友の紹介タメになりました。

小林君・志摩ロータリークラブ塩本会長、谷水幹事、
ようこそ鳥羽へ。本年一年間宜しくお願いい
たします。

森岡君・志摩ロータリークラブ塩本会長、水谷幹事、
鳥羽ロータリーへようこそ。一年間よろしく
お願いします。

中村(和)君・志摩ＲＣ塩本智幸様、幹事 水谷功様、鳥
羽ＲＣへようこそ。本日はよろしくお願いし
ます・濱口さんコラムお疲れ様でした。

林 君・会長のすばらしい挨拶ごちそう様でした。志
摩クラブの皆さんよろしくお願いいたします。

伊藤君・今日のクラブフォーラム、広報委員会の委員
として原田委員長のメッセージを代読します。
よろしくお願いいたします。

増田君・志摩ＲＣ会長 塩本智幸様、幹事 水谷功様、
ようこそ鳥羽ＲＣへお越し下さいました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

・コラム濱口和美君、友の紹介 中村幸広君、お
疲れ様でした。勉強になりました。

阿部君・本日もよろしくお願いいたします。
中村(泰)君・本日もよろしくお願いいたします。

７月１３日分

村瀬君・本日もよろしく御願いします。志摩ロータ
リークラブ塩本智幸会長様、水谷功幹事様、
ようこそロータリークラブへ。本日はよろし
く御願い申し上げます。

池田君・志摩ＲＣ会長 塩本智幸様、幹事 水谷功様、
ようこそ。一年間よろしくお願いします。本
日、クラブフォーラムよろしくお願いします。

濱口君・志摩ＲＣ 塩本会長様、水谷幹事様、ようこそ
鳥羽ＲＣへ！一年間よろしくお願いいたしま
す。本日コラムさせていただきます。

東谷君・志摩クラブ塩本会長、水谷幹事、ようこそ鳥
羽ロータリーへ。楽しんでいって下さい。

・一年の始め、ＳＡＡの心構えを発表させてい
ただきます。

吉田君・世の中、不透明だと思っていました。右目の
白内障手術を終えてこんなに明るいのか⁉と驚
きました！

中野君・本日所用の為、やむを得ず欠席させていただ
きます。会長、クラブ奉仕委員長の代理宜し
くお願いします。

濱﨑君・志摩ＲＣ会長 塩本智幸様、幹事 水谷功様、
ようこそ鳥羽へ。宜しくお願いいたします。

・コラム 濱口和美君、「友」の紹介 中村幸広
君、楽しみにしております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

― コラム ー
濱口 和美 君

7月7日に鳥羽高校で「ほっとばカフェ（校内ｶﾌｪ）」が

行われました。メニューはパンケーキと飲み物、おに

ぎりもありました。７月７日は七夕の日、高校図書室

に笹飾りをして皆で短冊に願いを書いて飾りました。

短冊のなかには戦争ダメ！という言葉も書かれていま

した。生徒の皆さんの願いを込めた七夕飾りでした。

次回は10月ハロウィンの時期を予定しています。

「ほっとばカフェ」は鳥羽高校の生徒さんたちと私た

ち地域の人たちとの「居場所づくり」の場を目指して

います。鳥羽高校は存続の心配をされ始めて久しいで

す。卒業生の皆さまや先生方もいろいろ動かれている

とは思いますが、私たち、子ども食堂ネットワークも、

かもめ食堂が中心になって鳥羽高校と協力して高校生

と地域との仲間づくりをとスタートしました。まだま

だ始まったばかりでどのように成長していくかわかり

ませんが、「ほっとばカフェ」で高校生の皆さんが楽

しそうに過ごしてくれているのをみると、また次も頑

張ろうと思いました。

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！

★伊勢南ＲＣ 7月28日(木)18：30～

戸田屋 ※納涼例会の為

近隣クラブ例会変更


