
1.第59期1月定例理事会開催のご案内

日時：1月25日(水)例会終了後13：40～

2.例会変更のお知らせ(鳥羽・志摩合同新年例会)

日時：1月18日(水)→ 1月17日(火)18：00～

場所：賢島 宝生苑

※例会変更 賢島 宝生苑 18：00～

【ソング】「手に手つないで」

【両クラブ会長挨拶・報告】

【両クラブ幹事報告】

【両クラブ出席報告】

【両クラブニコニコＢＯＸ報告】

【両クラブ委員会報告】

【行事】鳥羽・志摩合同新年例会

ホスト：志摩ＲＣ

例会開始 18：00点鐘

懇親会 18：20～20：30

皆さん明けましておめでとうございます
昨年の21日より21日ぶりに皆さんとお会いします。
また、22日の松田会頭勇退、中村会頭就任祝賀会
には、たくさんの方にご参加頂きありがとうござ
いました。
個人的には、30日に気の知れた友人との忘年会、
31日は家族から見放された友との年越し、1日は、
鳥羽水族館さんの新年祝賀式、その後、丸幸さん
で9時から午前中新年祝賀会、そして御木本・松
田さんに年始の挨拶、それから、あっちこっち訪
問して家族とともに新年の食事会と、12時間飲ん
でいました。2日は、市民新春交歓会、中村新会
頭の年始の挨拶を聞いて、鵜方で新年会、その後
も場所を変えてまた新年会。3日と4日は体調不良
で家で寝ていました。
年末年始、過去最高？の感染者､いきなり来たか
と思いましたが、令和5年、もう少し続きそうで
すが、「健康第一」早く普通に戻れますよう祈念
いたします。
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【コラム】阿部康之 君

【1月のお祝い】

【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

【ソング】「ＲＯＴＡＲＹ」

【コラム】中村泰広 君

【1月号友の紹介】

【行事】◇第3回ガバナー補佐訪問(三役担当)

伊勢・鳥羽・志摩グループ

ガバナー補佐 池田六太郎 様

◇今期ＩＭの振り返り

本日の例会プログラム

次回の予告 １月２５日

前回の記録 １月１１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17日
通算第2797回例会
会報通算第2469回

1/11ホームクラブ 23/31 74.19％

12/14確定出席率 25/28 89.29％

幹事報告

委員会報告

■親睦活動委員会⇒鳥羽志摩合同新年の交通手段

は、乗り合わせでいきたいと思います。

配車が決まり次第メール・FAXでご連絡します。

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


🐇 中野 多賀子 君

今年はうさぎ年の年女ということで、鳥羽ロータリークラブに入会

して2度目の卓話をさせていただきます。

当時は丁度人生の節目と言われる還暦を迎える年でしたが、今振り

返ってみれば仕事の方もまあま順調に進み、会議所に、女性部に、

ロータリーと疲れも知らず突っ走っていた気がします。そして、そ

の間に三人の息子はそれぞれに結婚し、念願であったマイホームも

運よく建てることができ、順風満帆な人生を送ってきたと思います。

が、そんなに甘くはありません。やはり私の人生にも変化が起こっ

てきました。

丁度3年前、2020年の2月の始めころからコロナという初めて聞く感染症が流行りだし、あれから3年経っ

た今、世の中変わってしまいました。そしてご多分に洩れず、私も昨年秋ごろから悩んで悩んだ挙句、

初めて自分で手掛けたお店を手放す覚悟を決めました。12干支の中で一番好きなうさぎ年の年初めにこ

のような結果になってしまい本当に残念ですが、今年からは私の体も少しは楽になるだろう、と切り替

えるようにしました。働くことも大事ですが、もうこの歳ですから健康に気を付けながら自分の人生を

楽しんでいくことも、もっと大切だと思うようになりました。

うさぎ年も5種類あって私と和美さんの昭和23年は「月うさぎ、俗に言う餅つきうさぎ」、月の世界で夢

を見て、理想や空想に生きていく者が多いと運勢に書かれていました。もちろん一概には言えませんが、

私は昔から夢を見たり、空想にふけったりすることが大好きでした。時として夢が叶ったこともありま

した。でもそれは心や身体が健康な時です。今年は楽しい夢をいっぱいみられるよう祈り、感謝の気持

ちを忘れず頑張っていきたいと思います。

年女会員卓話 プログラム委員会担当

🐇 濱口 和美 君

気が付いたら還暦からさらに12年たってしまったという感じです。

今回の私の話のテーマとしては、「時代に求められるもの、時代を

先取りするものは？」としました。鳥羽なかまちのまちづくりに関

わって約10年がたちました。かどや保存会準備委員会から始まり、

10年の間、なかまちメンバーにも人生の様々な変化があり、メンバ

ーの事情で離れては集まり、集まっては離れることもありを繰り返

しながら町は少しずつ変化していきました。その結果、なかまちは

人々の関心と注目を集め、それはもしかしたら時代に求められるも

のではなかったかと一喜一憂してみたり、励みになったりもしまし

た。町は動き続けなければならない。私の持論です。昨年11月にＮＹブルックリンを訪問した際に街が

すごい勢いで動いていることに興奮しました。15年以上ＮＹに住んでいる知人は、ＮＹという街は動い

ていないと忘れ去られてしまうと言っていました。まさしくその通りだと思いました。皆さんもご存じ

の通り、動き続けることは苦しく、大変な労力、精神力を必要とします。しかしながら動き続け走り続

けることで、気が付いたら時代を先取りしているという場面に遭遇するかもしれません。ただそれは一

瞬のことで、すぐに町は時代に先をこされてしまいます。そうすると町はまた動いていかなければなら

ない。それには皆で町を動かしていかなければならない。それが次の世代に繋げる街づくりであり、街

づくりの醍醐味であると思います。これからも街を動かしている役割をほんの少しでも担えることがで

きればと思います。

最後に、私がしていることは時代に求められているものなのか、時代を先取りするものなのか、と問わ

れれば、私はこう答えたい。時代を動かしているものである、と…。そのくらいの自負を持ってこれか

らも活動していきたいと思います。
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「お願い」
阿部 康之 君

私は７年前から保護司の活動をしています。保護司とは犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民

間のボランティアですが、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給料は支給さ

れません。全国で保護司は約47,000人おり、この鳥羽市では12名（男性9、女性3）で、定員は13名ですの

で1名不足の状態です。保護司の仕事内容は主に3つあります。１．保護観察 ２.生活環境調整 ３.犯罪

予防運動です。

１は、悪い事した人物を更生させるために、月に1回程度面接し指導や助言を行います。

２は、収容された人物が釈放された際に、帰る場所はあるのか、身元引受人はちゃんとしているのかを調

査します。

３は、社会を明るくする運動を行い、啓発活動を行っています。

地域社会にとって重要な活動ですので、是非一緒に保護司になって頂きたく思います。

次に協力雇用主と言う制度があります。犯罪を犯したものが出所すると当然仕事が探しづらいのが現状で

す。社会復帰に協力し、雇用しようとする事業主の方々です。鳥羽市では８つの事業所が登録していただ

いてますが、こちらも協力雇用主事業所として、地域社会のことを考え是非ご登録を宜しくお願いします。

今年の漢字一文字発表

今年の抱負・目標・思いを漢字一文字に表していただきました。



１月１１日分

杉原君・皆さん、新年明けましておめでとうござい
ます。本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。

・コラム 阿部康之君笑わせてください。年女
会員卓話 中野多賀子様、濱口和美様、楽
しませてください。

中村(幸)君・皆さん、明けましておめでとうござい
ます。第59期残り半年です、最後までよろ
しくお願いいたします。

・中野さん、濱口さん、卓話楽しみにしてお
ります。阿部さん、コラムよろしくお願い
いいたします。

・結婚記念日御祝
中野君・新年明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いいたします。
・今年は年女ということで、つたない卓話を
させていただきます。

松田君・新年おめでとうございます。濱口さん、中
野さん、年女おめでとうございます。

・昨年末はありがとうございました。
中村(正)君・1年を400メートルで例えるなら、59期

会長残り200メートル。体の不調も言わず楽
しいラストを迎えましょう。

・多賀子お姉様、和美お嬢様、卓話楽しみで
す。

・年末には皆様の励ましありがとうございま
した。不惜身命、会議所道に邁進してまい
ります。

西川君・新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

小林君・明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。

・和美さん、多賀子さん、本年は年女一年
しっかり楽しんで下さい。

・結婚記念日御祝
・夫人誕生日御祝

東谷君・新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

・会員誕生日御祝
・夫人誕生日御祝

増田君・新年明けましておめでとうございます。い
ろいろとお世話になります。今年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

・多賀子さん、和美さん、年女の卓話とても
楽しみにしております。

・入会記念日御祝
原田君・新年おめでとうございます。本年もよろし

くお願いいたします。
濱口君・明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。年女スピーチ
させていただきます。

野村(保)君・明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

池田君・明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。中野さん、濱口さ
ん、ご苦労様、卓話聞けなくて残念です。
すみません、本日早退させていただきます。

・会員誕生日御祝
森岡君・明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

中村(和)君・2023年始まりました。皆さん、今年一
年よろしくお願いいたします。今年の「漢
字一文字」よろしくお願いします。

・年女卓話、多賀子さん、和美さん、よろし
くお願いいたします。

・夫人誕生日御祝
野村(一)君・本年もよろしくお願いします。中野多

賀子さん、濱口和美さん、年女卓話楽しみ
にしています。59期会長幹事、あと半期ガ
ンバッテ下さい。

濱﨑君・新年明けましておめでとうございます。本
年も何卒宜しくお願いいたします。今年の
抱負の一文字は「正」です。その心は、時
代の変化に対応するためより良いもの(結
果)を求め、改良・改善し正す一年とします。
和美さん、多賀子さん、素晴らしい卓話聞
けなくて残念です。頑張って下さい。来客
のため休ませて下さい。ご理解のほど宜し
くお願いいたします。

丸川君・新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

伊藤君・皆様、明けましておめでとうございます！
本年もよろしくお願いいたします。

・和美さん、多賀ちゃん、本日の年女卓話楽
しみにしております。今年で還暦ですか？

・会員誕生日御祝
阿部君・本年もよろしくお願いいたします。
村瀬君・皆様明けましておめでとうございます。今

年もよろしく御願いします。本日のコラム
(阿部君)素晴らしかったです。また、年女
会員卓話の中野様、濱口様、楽しみです。
本日もよろしく御願いします。

寺本君・明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

林 君・会員誕生日御祝

鳥羽市立図書館に図書を寄贈しました

寄贈日：2023年1月11日

平成元年の新図書館オープンより本年度まで、
毎年寄贈図書を続けています。
今年度は図書の貸出数を鑑みて、選書を行い
ました。


	タイトルなしのセクション
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4


