
1.12/3(土)ＩＭ参加者様へのご連絡

2.12/1(木)事務局休暇のお知らせ

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【ゲスト紹介】

【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】ゲスト卓話(三役担当)

鳥羽警察署 署長 松尾敦志 様

＊＊＊＊ １２月のお祝い ＊＊＊＊

会員誕生日：中村幸広君・野村一弘君

夫人誕生日：野村弘代様・林さとみ様

松田明子様

結婚記念日：松田音壽君・柴田耕司君

中村泰広君・濱﨑與吉君

入会記念日：東谷佳一君・中野多賀子君

皆さんこんにちは、本日のゲスト、ロータリー
財団部門補助金小委員会奨学金・学友担当副委
員長 牧戸悦代様(伊勢度会RC)です。伊勢度会
ロータリークラブ様には、今週の12月3(土)ＩＭ
でお世話になります。準備等でお忙しい中あり
がとうございます。本日の卓話よろしくお願い
いたします。
私たちもＩＭ発表・テーマ「僕らはみんな生き
ている」の準備で、東谷佳一さん、和田邦孝君
と1日おきに打合せ・読み合わせ・画像確認、会
わない日は伊藤信孝君をはじめたくさんの方に
手伝って頂き、映像の編集など延べ40日くらい
費やしています。原田佳代子さんには特別出演
もお願いしました。当日の発表、乞うご期待く
ださい。
11月20日の第3回ボッチャ大会皆さんと楽しく過
ごさせて頂きました。佳一さんの息子さんケン
シン君のチームが優勝、個人でも「ＭＶＰ賞」
を獲得していました。次回の開催時は是非同じ
チームにトレードしたいと思っております。

【ソング】「ＲＯＴＡＲＹ」

【R財団年次寄付認証バッジ授与】増田肇 君

【コラム】野村一弘 君

【11月号友の紹介】山本元昭 君

【行事】ゲスト卓話(財団委員会担当)

地区Ｒ財団部門補助金小委員会

奨学金・学友担当 副委員長

牧戸 悦代 様(伊勢度会RC)

※例会変更 鳥羽国際ホテル 海城 18：30～

【ソング】「それでこそロータリー」

【行事】クリスマス家族例会(親睦活動委員会担当）

本日の例会プログラム

次回の予告 １２月１４日

前回の記録 １１月３０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12月7日
通算第2793回例会
会報通算第2465回

11/30ホームクラブ 20/29 68.97％

11/9確定出席率 22/30 73.33％

幹事報告

委員会報告

■11月家庭集会報告⇒増田リーダー
■12月家庭集会開催のご案内
日時：12月7日(水)18：30
場所：天びん屋 本店

■親睦活動委員会⇒クリスマス家族例会のご案内
日時：12月14日(水)18：30～
場所：鳥羽国際ホテル 海城

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp
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― コラム ―

「私とサッカーＷ杯」

野村 一弘 君

私が初めてＷ杯を見たのは、1986年メキシコ大会でした。私は25歳に結婚して家業の建設業を継ぎ、２年

目の時でした。仕事ヤル気満々の時で事務残業の合間にテレビをつけるとアルゼンチンとイングランドの

ゲームの最中でした。イングランドと言えばサッカー発祥の地、そのチームを相手に、体格はいいが背の

高くないアルゼンチンの選手がドリブルで次々と相手選手を4人抜いて、挙句にはキーパーもかわして

ゴール!!  その選手の名はディエゴ・マラドーナ。ゴッドハンドと言われるシュートシーンもリアルに見

てリプレイも何度も見ましたが、当時の衛星画像ではハンドかどうか判別付きませんでした。マラドーナ

が私と同じ1960年生まれと知り、親近感を持ち応援するようになりＷ杯も注目するようになりました。

さて2022カタールＷ杯ですが、日本はスペインと対戦します。勝てば決勝進出、スペインに引分けでもド

イツ対コスタリカ戦でドイツが１点差勝ちまたは引き分けでも決勝進出。

12月2日午前4時キックオフです。厳しい決勝トーナメントを賭けた戦いです、皆さん応援しましょう!!

2022～23年度 IM(インターシティ・ミーティング)に出席しました！

●日 時 2022年12月3日（土）
登録受付・昼食 12：00～
点 鐘 13：00
記念講演 14：00
各クラブ発表 15：00～
終 了 17：00

●会 場 伊勢商工会議所 5F

●クラブ発表者 東谷佳一、和田邦孝
ナレーター 原田佳代子

●出席者 15名（順不同 敬称略）

杉原新一、中村幸広、小林嗣雄、東谷佳一

増田 肇、原田佳代子、中村和寛、林 巧、

吉田一喜、中村正人、村瀬敬一、和田邦孝、

寺本祐二、谷水洋介

丸川竜也(地区青少年奉仕委員長)

11月30日(水)例会行事の内容は、12月14日号週報に掲載します。

次期開催クラブ 杉原会長挨拶ＩＭクラブ発表、クラブ代表東谷佳一君と
和田英孝君。
タイトル「僕らはみんな生きている」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Ｒ財団年次寄付認証バッジ授与

PHF+1 増田 肇 君
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１１月２０日分

地区Ｒ財団部門補助金小委員会 奨学金・学友担当
副委員長 牧戸 悦代 様(伊勢度会RC)

・本日、ロータリー財団についてお話させて
いただきます。まだまだ勉強中ですが、ど
うぞ宜しくお願いいたします。

杉原君・ロータリー財団部門補助金小委員会 副委員
長 牧戸悦代様、本日の卓話勉強させていた
だきます。よろしくお願いいたします。

・コラム 野村一弘君、「友」の紹介 山本元
昭君、楽しみにしています。よろしくお願
いします。

中村(幸)君・本日会議の為、例会欠席させていただ
きます。村瀬副幹事、代行よろしくお願い
いたします。

中野君・地区財団副委員長 牧戸悦代様、ようこそお
越し下さいました。卓話お聞きしたかった
のですが、やむ得ない事情により欠席させ
ていただきます、残念です。本日宜しくお
願いいたします。

村瀬君・本日は、伊勢度会ロータリークラブ 牧戸悦
代様よろしく御願いいたします。野村一弘
君、コラム大変勉強になりました。

小林君・牧戸副委員長様、本日はご苦労様です。宜
しくお願いいたします。

野村(保)君・本日のゲスト牧戸様、よろしく御願い
いたします。

東谷君・牧戸悦代副委員長、今日はよろしくお願い
します。

・先日のボッチャ大会で、息子の兼信がMVPを
いただきました。

野村(一)君・Ｒ財団部門補助金小委員会奨学金・学
友担当副委員長 牧戸悦代様、勉強させてい
ただきます。

・月末で忙しくコラムをじっくり考える時間
がありませんでした。聞き流して下さい。

増田君・Ｒ財団部門補助金小委員会奨学金・学友担
当 副委員長 牧戸悦代様、本日はお忙しい
ところありがとうございます。ご指導の程、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

・野村一弘君 コラム、山本元昭君 友の紹介、
楽しみにしております。

山本君・本日「友」の紹介をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

原田君・牧戸様、本日よろしくお願いいたします。
丸川君・牧戸悦代副委員長、本日はお忙しいところ

ありがとうございます。卓話楽しみにして
います。地区は大変だと思いますが頑張っ
てください。

伊藤君・地区Ｒ財団部門補助金小委員会 副委員長
牧戸悦代様、本日は財団の事色々と教えて
下さい。コラム野村一弘君、友の紹介 山本
元昭君、頑張って下さい。増田さん、バッ
ジ授与おめでとうございます。

中村(泰)君・本日もよろしくお願いいたします。

吉田君・本日もよろしくお願いいたします！

阿部君・本日もよろしくお願いいたします。

和田君・本日もよろしくお願いします。

寺本君・委員会や家庭集会も大変勉強になってます。
本日もよろしくお願いします。

谷水君・牧戸悦代副委員長様、ようこそ鳥羽ロータ
リークラブへ。本日はどうぞ宜しくお願い
いたします。

・11/27(日)に開催されました、アスリード
チャレンジカップ、皆さんのご支援をいた
だき大盛況の中無事に終えることができま
した。ハンディキャップを抱えているとは
思えないほどのレベルの高い試合でした。
皆様ありがとうございました。

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！

★伊勢中央ＲＣ ①12月16日(金) オランジェガーデン五十鈴川 ※忘年会の為

②12月30日(金) ※特別休会の為

③1月6日 (金) ※特別休会の為

★伊勢南ＲＣ ①12月15日(木)18：30～ オランジェガーデン五十鈴川 ※クリスマス家族例会の為

②12月29日(木) ※特別休会の為

★志摩ＲＣ ①12月20日(火)18：30～ NEMU RESORT ※クリスマス例会の為

②12月27日(火) ※特別休会の為

近隣クラブ例会変更


