
1.本日例会終了後、第59期12月定例理事会を開催
します。

2.特別休会のお知らせ
12月28日(水)、1月4日(水)

3.回覧 ①市民新春交歓会出席について
②サンタバーバラ市での桜の植樹について

4.12月23日(金)事務局休暇の件

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【会長挨拶・報告】

【コラム】阿部康之 君

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【行事】新年例会(プログラム委員会担当)

◇会員卓話（年女）

中野多賀子 君・濱口和美 君

◇今年の漢字一文字発表

＊＊＊＊ １月のお祝い ＊＊＊＊

会員誕生日：林 巧 君・羽柴 聡 君

池田長示君・伊藤信孝君

東谷佳一君

夫人誕生日：柴田一美様・中村史子様

東谷千恵美様・小林美弦様

山本享子様

結婚記念日：中村幸広君・小林嗣雄君

入会記念日：増田 肇 君・羽柴 聡 君

中村泰広君

皆さんこんにちは、先週のクリスマス家族例会、
阿部親睦委員長をはじめ委員会の皆様、大変あり
がとうございました。うちの家族は全員が「最
高」「めちゃくちゃ楽しかった」と感激しており
ました。チャリティーオークションも皆さんがた
くさん品物を提供して頂いたおかげで盛り上がり、
売上も昨年並みにありました。
寄贈先については三役で案を出して理事会に上程
したいと思います。ありがとうございました。
7月1日よりスタートしました第59期もなんとか12
月の最終例会を迎えることが出来ました。あと半
年6月末までよろしくお願いいたします。
本日は、第60期中村正人会長の次期理事発表と、
次々期会長の指名があります。発表を楽しみにし
てください。
明日は松田会頭勇退慰労会、中村会頭就任祝賀会
と続きますがよろしくお願いいたします。
本日もよろしくお願いいたします。

【ソング】「四つのテスト」

【コラム】迫間修平 君

【12月号友の紹介】伊藤信孝 君

【行事】年次総会(三役・会長エレクト担当)

◇次々期会長指名

◇次期理事役員指名

※例会変更 賢島 宝生苑 18：00～

【ソング】「手に手つないで」

【行事】鳥羽・志摩合同新年例会

(親睦活動委員会担当)

本日の例会プログラム

次回の予告 １月１７日

前回の記録 １２月２１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

2023年1月11日
通算第2796回例会
会報通算第2468回

12/21ホームクラブ 24/31 77.42％

12/7確定出席率 27/30 90.00％

幹事報告

委員会報告

■会計⇒第59期下半期会費納入のご案内
■財団委員会⇒12/8にポリオプラス募金・財団年
次寄付を送金いたしました。

■12月家庭集会開催報告
■青少年奉仕委員会⇒12月23日(金)イングリッシ

ュデイ開催要領について

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


年次総会 三役・会長エレクト担当

■議長 杉原新一会長

■杉原会長より次々期(第61期)会長指名・承認

11月20日(日)に次々期会長指名委員会を開催し

た結果、丸川竜也君を次々期会長に指名させてい

ただきます。ご異議のない場合は拍手を以てご賛

同下さい。

それでは、会員満場一致の拍手により、次々期

会長は丸川竜也君に決定いたしました。

■次々期(第61期)会長挨拶 丸川 竜也 君

次々年度の会長ご指名を頂き、身の引き締まる

思いです。こんな若輩者ができるのかと思うとこ

ろです。歴代会長の姿を思い、まだ他に適任者が

おられるのではと不安な気持ではありますが、精

一杯頑張りたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。

現在、地区の青少年奉仕委員長もしており来期

も継続です。新人ばかりの委員会ですので後任の

育成を踏まえた上で頑張りますので、諸先輩方、

メンバーの皆様、何卒お力添えをお願い申し上げ

ます。例会に来て楽しいロータリークラブとして

いきたのでよろしくお願いいたします。

■杉原会長から中村会長エレクトへ議事進行交代

■中村会長エレクトから次期理事・役員指名

■別室にて第60期第１回理事会を開催

※副幹事は第１回理事会にて選出。

■次期(第60期)理事・役員発表、承認
会 長 中村 正人
会長エレクト 丸川 竜也
副会長 林 巧
幹 事 村瀬 敬一
職業奉仕委員長 阿部 康之
社会奉仕委員長 原田 佳代子
国際奉仕委員長 小林 嗣雄
青少年奉仕委員長 中村 幸広
直前会長 杉原 新一
プログラム委員長 野村 一弘
会 計 伊藤 信孝
ＳＡＡ 森岡 秋三
財団委員長 池田 長示
副幹事 池田 長示
60周年準備委員長 杉原 新一
ＩＭ実行委員長 中村 和寛

(敬称略)

■次期(第60期)会長挨拶 中村 正人 君

去年この時期、野村パストより指名を受けまし
た。皆様の前で｢一大決心｣とカンペイを書きまし
た。心の中は｢一小決心｣です。この時期、出稼ぎ
で東北人になり、例会も欠席とご迷惑をおかけし
ます。そういえば、杉原会長も去年和歌山新宮へ
一人勝ちされたあいさつを思い出します。

次年度は鳥羽ロータリークラブ６０周年にあた
ります。多くの先輩の方々が四つのテストを口ず
さみながら築き上げてきた歴史あるクラブの会長
を引き受けたこと、大変重く背中に背負っており
ます。また、よりによって増田肇君ガバナー補佐
に輩出しＩＭも鳥羽で行なわれます。

歴代の先輩方々がよく言われる、｢俺が、私が
出来たのだから｣とそんな言葉に、人には、向き
不向きがあるのにと一人言をつぶやきながら、杉
原会長よりタスキを受け、一年１２区間皆様と走
り抜きたいと心に決めておりますが、皆さん途中
で居なくならないよう、お願いいたします。

■第60期理事・役員挨拶

■杉原会長に進行を戻す

■杉原会長、閉会の挨拶



令和４年度 イングリッシュデイに共催・参加しました！

■青少年奉仕委員会 委員長 丸川 竜也 君
★日時：12月23日(金)12：30～16：00 ★場所：鳥羽市民体育館 サブアリーナ
★対象：鳥羽市内離島児童 27名（答志5年・6年、神島4年・5年・6年、菅島、5年）
★主催：鳥羽市教育委員会 ★共催：鳥羽ロータリークラブ
★参加メンバー 4名 杉原会長・中野副会長・中村幹事・丸川青少年奉仕委員長

12月23日サブアリーナにて、離島の5.6年生を対象としたイングリッシュデイが開催され、会長はじめ
三役と青少年奉仕委員会とで参加してきました。
キッチンカーによるアメリカンスタイルの昼食後に、杉原会長が英語を交えた素晴らしい挨拶から始ま

り楽しいイングリッシュデイの開催となりました。英語活動からはじまり、おはじきを使用した英語ビン
ゴゲームをして、離島の特産物である、わかめ、鰆、観光名所等の写真を各々に、ハサミ、マーカー、糊
を使用してグループに分かれて英語で子ども達が考えたポスターをプレゼンテーションしました。離島同
士でありながらもみんな和気あいあいと楽しく活動していました。
鳥羽の子ども達が、国際観光文化都市にふさわしい語学力を身につけて、鳥羽市をアピールしほしいと

願います。

松田音壽前会頭勇退慰労会・中村正人新会頭就任祝賀会を開催しました！

日時：2022年12月22日(木)18：30～

場所：鳥羽ビューホテル花真珠

2022年11月1日、鳥羽商工会議所 前松田音壽会頭が退任され、新会頭として中村正人氏が就任されま

した。松田前会頭への感謝と慰労、そして、中村新会頭の今後の飛躍を祈念する祝賀会を開催しました。

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 ①1月13日 (金) エクシブ鳥羽アネックスマリンポート ※新年会の為
②1月27日 (金) 八木段ボール㈱ ※職場訪問例会の為

★伊勢南ＲＣ ①1月5日 (木) ※特別休会の為
②1月12日 (木)18：30～ 鳥羽国際ホテル ※新年家族例会の為

★志摩ＲＣ ①1月3日 (火) ※特別休会の為
②1月17日 (火)18：00～ 賢島宝生苑 ※鳥羽RCとの合同新年例会の為

近隣クラブ例会変更



１２月２１日分

杉原君・本日、次年度中村正人会長の理事が決定し
ます。そして、何もなければ次々期会長が
決定します。本日の年次総会よろしくお願
いいたします。

・今年、最終の例会です。皆さん、私で半年
よく我慢してくれました。後、半年我慢し
てください、よろしくお願いいたします。

中村(幸)君・今年最後も例会となりました。一年間
ありがとうございました。2023年もよろし
くお願いいたします。

・先週はご迷惑をお掛けしました。無事戻っ
て参りました。

・迫間修平君 コラム、伊藤信孝さん「友」の
紹介、よろしくお願いいたします。

中野君・今日で59期上半期終了ですね。皆様ありが
とうございました。そして、どうぞ良いお
年をお迎え下さい。

中村(正)君・今日の年次総会よろしくお願いいたし
ます。次年度は食堂でかつ丼大盛り、カツ
カレー大盛り、最後のデザートにオムライ
ス大盛りを注文してしまった気分です。

小林君・早いですね、今日は年次総会です。次期中
村正人会長、頑張って下さい。杉原会長、
長～い半期頑張って下さい。

東谷君・今年も皆さんありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

野村君・伊藤信孝君 友の紹介ガンバッテ下さい。
迫間修平君 コラム楽しみにしています。

増田君・中村会長エレクト、第1回理事会等々、これ
から頑張って下さい。どうぞよろしくお願
いいたします。

・皆さん、今年一年間大変お世話になりまし
た。来年は今年以上にお世話になると思い
ますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

中村(和)君・2022年最後の例会です。皆さん大変お
世話になりました。本日もよろしくお願い
します。

丸川君・今年一年ありがとうございました。皆さん
良い年をお迎え下さい。来年もよろしくお
願いします。

林 君・60期の理事のオファーがありません。総会
資料を見たら分かると言われました。そん
な60期の会長です。現会長には、自分の名
前くらい読めるやろ！って言われました。
本日欠席いたします。

山本君・先週のクリスマス家族例会でのご利用あり
がとうございました。又、次年度も宜しく
お願い申し上げます。

濱﨑君・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！
松田君・本日もよろしくお願いします。
西川君・一年間お世話になりました。来年もよろし

くお願いします。
・仕事の都合で早退させていただきます。

伊藤君・今日で令和4年最後の例会です。2022年あ
りがとうございました。2023年もよろしく
お願いします。本日、友の紹介をさせてい
ただきます。よろしくお願いします。

村瀬君・本日は年次総会です。よろしく御願い申し
上げます。ちょっと早いですが、良いお年
をお迎え下さい。

中村(泰)君・今年一年お世話になりました、感謝で
す。来年もよろしくお願いいたします。

森岡君・お久しぶりです、元気です。コロナにも負
けず！

谷水君・先日のクリスマス家族例会とても楽しかっ
たです。本日、今年最後の例会です。どう
ぞよろしくお願いいたします。

迫間君・本日もよろしくお願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
― コラム ―

迫間修平君
最近、子どもと一緒に本を読む機会が増えました。その中の一冊「こぶとりじいさん」という物語あり

ます。皆さんもご存知のお話かと思いますが、この物語のポイントは、「褒美が目的か否か」です。現代
社会でも、接待や社内宴会でもよく見かける光景ですね。取引先や上司に目的をもって近づいた人物は敬
遠され、一緒に楽しもうと考える人物は褒美をもらえる。これは何故かというと、人間は自分の物を奪わ
れることを基本的に嫌うからです。それが金品であっても能力であっても同じ。ですから、褒美を目的に
近寄ってくる人物を警戒します。逆に、自分の利益を増やしてくれる人物には好感を抱くもの。

この利益とは、楽しい時間といった目に見えないものも含まれます。「こぶ」を取ってもらったじいさ
んは、踊りをもって鬼に楽しい時間を提供しました。そもそも、宴会の目的は、仲間と楽しい時間を過ご
すことです。「こぶ」を増やされたじいさんの間違いは、踊れば褒美が貰えると思った。もしこのじいさ
んが、踊らずとも鬼たちと楽しもうとしたなら、「こぶ」を増やされることはなかったはずです。現代の
接待も社内宴会も、本来は親睦を深めることを目的としています。この目的を見誤らず、「こぶ」を増や
されないようにしたいものですね。

私も宴会で余興することがあります。皆さんと楽しく過ごしたいという思いからやってます。決して褒
美が欲しい訳ではございません。
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