
1.次週11/9(水)例会変更のお知らせ
2.11/5(土)財団セミナーについて
中村会長エレクトと増田次期ガバナー補佐が出
出席くださいます。

3.事務局勤務時間について
パート勤務調整のため、11月・12月は30分短縮
し、9：30～16：00までとなります。

4. 回覧①鳥羽ライオンズクラブより献血のお願い
②2023年国際ロータリー年次大会のご案内
③鳥羽商工会議所就任・退任のご挨拶状

※例会変更 場所：鳥羽市武道館

【ソング】「我等の生業」

【ゲスト・ビジター紹介】

【会長挨拶・報告】

【ＩＭのご案内】ＩＭ実行委員会(伊勢度会ＲＣ)

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【山田優選手を応援する会入会のお願い】

小竹教育長

【行事】体力増強例会(プログラム委員会担当)

講師：鳥羽市教育委員会生涯学習課

中村吉元 様

皆さんこんにちは。
本日のゲストは鳥羽高等学校 杉阪英則校長・生
徒4名の方々です。13時20分から入室して10分間
「関祭」プレゼンの時間を取りますのでよろしく
お願いいたします。
22日から地区大会への1日目の参加とRI会長代理
との晩餐会出席、2日目、23日は皆さんと合流し
て本会議に参加しました。早朝より岐阜へ出発し、
鳥羽へ着いてからの天びん屋さんでの反省会と大
変お疲れ様でした。
翌週は30日が美濃加茂ロータリークラブ様55周年
参加･二次会、そして31日は親睦ゴルフコンペで、
たくさんのおもてなしをして頂きました。
鳥羽に着いてからの反省会は、私の祝賀会の乾杯
でこけた反省会だったような気がします。
＜報告＞
1.本日より1週間、次々期会長の立候補と推薦の
受付が始まります。

2.ガバナー杯予選について
小林さん 森岡さん 東谷さん 和田さんの4名に
参加いただきます。

。

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【コラム】丸川竜也君

【行事】◇地区大会報告例会(三役担当）

◇鳥羽高「関祭」のご案内

県立鳥羽高等学校 杉阪校長・生徒

※例会変更 11月16日(水)例会と振替

鳥羽市民体育館メインアリーナ

【ソング】「四つのテスト」

【行事】ボッチャ競技大会(社会奉仕委員会担当)

12：00～ 例会・昼食・準備

13：00～ 受付

13：30～ 開会式 15：30～ 閉会式

本日の例会プログラム

次回の予告 １１月２０日

前回の記録 １１月２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11月9日
通算第2790回例会
会報通算第2462回

11/2ホームクラブ 20/30 66.67％

10/12確定出席率 26/31 83.87％

幹事報告

委員会報告

■財団委員会⇒R財団年次寄付承認のお願い
■社期奉仕委員会⇒11/20(日)ボッチャ競技大会
についての説明、及び出欠の回覧

■プログラム委員会⇒11/9(水)体力増強例会のご
案内

■10月家庭集会報告

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


■幹事 中村 幸広 君

10月22～23日に開催されました地区大会と、10月30～31日に行われました美濃加茂ロータリークラブさん

の55周年について、写真を見ながら杉原会長より報告を行いました。

当日は、沢山のメンバーにご出席いただきありがとうございました。次年度開催のＩＭや60周年記念式典

の参考にして頂ければと思います。

その後、鳥羽高校 杉阪校長先生と生徒さんによる11月19日開催の関祭についてのPRを行っていただきま

した。

◇2022-23年度 国際ロータリー第2630地区 地区大会

開 催 日：2022年10月22日（土）・23日（日）

会 場：長良川国際会議場 都ホテル岐阜長良川

参 加 者：1日目（杉原新一、中村幸広、丸川竜也）

2日目（杉原新一、中村幸広、丸川竜也、

中野多賀子、小林嗣維、森岡秋三、増田肇、

原田佳代子、伊藤信孝、林巧、村瀬敬一、

寺本祐二）

基調講演：「What is Rotary」 鈴木一作様

記念講演：「地域経済とレジリエンス」

～持続可能可能で幸せな三重、岐阜へ！～

枝廣純子様

◇美濃加茂ロータリークラブ創立55周年記念式典・祝賀会

開 催 日：2022年10月30日（日）

会 場：シティホテル美濃加茂

参 加 者：杉原新一、中村幸広、中野多賀子、中村正人、

（17名） 野村一弘、小林嗣維、東谷佳一、松田音壽、

濱口和美、増田肇、中村和寛、林巧、村瀬敬一、

和田邦孝、迫間修平、寺本祐二、谷水洋介

◇親睦ゴルフコンペ

開催日：2022年10月31日（月）

場 所：クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂

参加者：杉原新一、中野多賀子、小林嗣維、東谷佳一、

（8名） 松田音壽、中村和寛、和田邦孝、迫間修平

地区大会(美濃加茂ＲＣ５５周年)報告例会 三役担当



― コラム ー

「コロナ禍、ロシア戦争、円安による価格上昇について」
丸川 竜也

コロナ禍により製造業が解雇をした為、人材不足で生産力が落ちてしまいました。その為通常ならば12
月初旬でも発注が出来ましたが、今年は10月から商品の取り合いです。おせちに必要な、海老がない、
サーモン、烏賊、イクラ等と輸入されてこないのです。そこに円安と原価の高騰と頭を悩まされていま
す。価格転嫁もなかなかできないのが状況です。おせちに原料がないでは、多く消費者に迷惑をかけて
しまうので、先買いをしているのが現状です。日本は輸入国で多くの商品を輸入に頼っています。今す
ぐには出来ませんが、地産地消を本気で考える時代に入ったのではないかと思います。この鳥羽におい
ても、伊勢海老、荒目が不漁となっています。
余談ですが、コロナ、円安の影響で中国資本が、日本の広大な土地建物を買いあさっています。海外で
は土地を購入しても自分のものにはなりません。日本では外国人が土地を購入すると外国人のものです。
日本も法律を制定し他国と同じにするべきです。このままでは、いつの日か日本は中華人民共和国と言
う名前に変わっているかもしれません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

鳥羽高校杉阪校長先生と生徒さんによる「関祭」のご案内！

みんなが関わる祭り
にしたい！ 多くの方に来場しても

らえることを楽しみにし
ています！



杉原君・皆さん、地区大会参加、翌週の美濃加茂
RC55周年式典祝賀会参加・二次会・ゴル
フコンペお疲れ様でした。本日の例会で
各自の報告・感想をお願いいたします。

・コラム 丸川竜也君、地区委員長で大変で
しょうが頑張って下さい。中村会長エレ
クト、鳥羽商工会議所会頭就任誠におめ
でとうございます。

・美濃加茂RC55周年祝賀会やってしまいま
した。乾杯の発生でこけました。皆さん
申し訳ありませんでした。

中村(幸)君・10/22・23地区大会、10/30・31美濃
加茂ロータリークラブ55周年へご参加い
ただいた皆さん、お疲れ様でした。あり
がとうございました。

・本日は、杉原会長による地区大会報告例
会です。皆さん楽しみにしてください。
丸川さん、コラムよろしくお願いいたし
ます。

中野君・美濃加茂ロータリークラブ55周年式典・
祝賀会、翌日のゴルフコンペに参加させ
ていただきました。美濃加茂さんには大
変お世話になり楽しい二日間でした。

・地区大会報告例会、杉原会長よろしくお
願いします。

・会員誕生日御祝
小林君・30日・31日と美濃加茂ロータリークラブ

の皆様には大変お世話になりました。
最高の55周年記念でした。

西川君・鳥羽高校校長 杉阪英則校長、本日はよろ
しくお願いします。学校応援団の一員で
す。頑張りましょう。

・地区大会出席の皆さん、ご苦労様でした。
森岡君・美濃加茂の周年ご苦労様でした。3日間、

石川富山福井に行っていました。ゴルフ
したかったです。残念！

・結婚記念日御祝
東谷君・30日・31日と美濃加茂に行ってエライ目

に合わされました。これからはほどほど
のお付き合いをしたいと思います。

野村(一)君・母レイコが三重県より令和4年度観光
部門の産業功労者表彰を受章しました。
20年近い海女文化の発信が評価されてう
れしいです。

・美濃加茂ロータリークラブの55周年記念
事業に参加しました。すばらしい記念事
業でした。丸川竜也君、コラムためにな
りました。

１１月２日分

野村(保)君・本日もよろしく御願いします。杉阪

鳥羽高校校長先生よろしくお願いします。

山本君・当月は家庭集会のホスト担当ですが、未

だ会社の規則上参加することが出来ませ

ん。ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願

いいたします。

・会員誕生日御祝

増田君・11月はロータリー財団月間となっており

ます。年次基金の寄付としまして、130ド

ルを親睦預り金より、残り20ドルのうち

2千円を30日の例会で集金させていただき

ます。寄付のお願いばかりで恐縮ではご

ざいますが、どうぞよろしくお願いいた

ます。

中村(泰）君・本日もよろしく御願いいたします。

池田君・鳥羽高等学校校長 杉阪英則様、並びに生

徒の皆さんようこそ鳥羽ロータリーへ。

地区大会、参加できず残念でした。

伊藤君・地区大会及び、美濃加茂55周年に参加さ

れた皆様ご苦労様でした。両方参加され

た方には頭が下がります。コラム、丸川

君楽しみにしています。

村瀬君・本日もよろしく御願いします。鳥羽高等

学校校長様をはじめ皆様、よろしく御願

いします。

・会員誕生日御祝

・夫人誕生日御祝

丸川君・鳥羽高校 杉阪校長先生、参加の皆様、よ

うこそ鳥羽RCへ。本日はよろしくお願い

いたします。

・会員誕生日御祝

谷水君・本日、鳥羽高校校長並びに、総合福祉系

列3年生生徒が皆様に鳥羽高校生徒主体の

お祭りのご案内をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

・皆さん、先日の美濃加茂RC55周年祝賀会

お疲れ様でした。

・結婚記念日御祝

原田君・会員誕生日御祝

濱口君・本日は地区大会報告例会ですね。美濃加

茂RC55周年、皆様お疲れ様でした。鳥羽

高 杉阪校長先生、参加の皆様ようこそ

鳥羽RCへ。本日はよろしくお願いいたし

ます。


