
1.創立59周年を記念し、お祝いの和菓子を配布
させていただきました。

2.本日例会終了後、第59期1月期定例理事会を開
催します。

3.1月のロータリーレート 1＄＝132円
4.回覧 ①広報とば「鳥羽市立図書館への図書寄

贈式掲載」
②新春凧あげ大会協賛のお礼状
③ハイライトよねやま

5.配布：抜粋のつづり
（東京RC会員熊平様より寄贈)

【ソング】「四つのテスト」

【ゲスト紹介】

【会長挨拶・報告】

【コラム】 池田長示 君

【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(職業奉仕委員会担当)

野村證券㈱ 津支店 支店長

後藤健太郎 様（津北ＲＣ所属）

本日のゲストは、池田ガバナー補佐です。
池田ガバナー補佐の訪問例会には、何かあるよう
な、7月27日第1回訪問例会は感染拡大で休会、第
2回は何もありませんでしたが、今回第3回は悪天
候、臨時休会となりました。
本日は順延1週間後となってしまいましたが、例
会にお越しいただきました。後ほどお話を頂きま
す。よろしくお願い致します。
3年ぶりに開催された、17日の鳥羽志摩合同新年
会、小林さん、森岡さん、谷水君お疲れ様でした。
忖度も有ったようですが、私が顔を黒く塗った努
力？が報われ鳥羽の総合優勝でミカンを1箱頂い
てきました。皆さんに食べて頂く予定が、先週の
例会が臨時休会となり腐りかけたため、会議所内
の方にお配りをさせて頂きました。
本日は2月1日創立記念日です。1964年2月1日に伊
勢ロータリークラブをスポンサークラブとして、
鳥羽ロータリークラブが設立されました。来年3
月には60周年式典も有り、その前の12月には鳥羽
主催のＩＭもあります。実行委員会の組織を始め
準備を進めていきますので、よろしくお願いいた
します。

【ソング】「君が代」「奉仕の理想」

【2月のお祝い】

【コラム】中村泰広 君

【1月号友の紹介】林 巧 君

【行事】創立記念例会

◇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振り返り(三役担当)

【ソング】「それでこそロータリー」

【2月号友の紹介】村瀬敬一 君

【行事】◇臨時総会(第59期定款細則委員会担当)

定款・細則・内規改正について

◇60周年準備委員会担当例会

本日の例会プログラム

次回の予告 ２月１５日

前回の記録 ２月１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2月8日
通算第2799回例会
会報通算第2471回

2/1ホームクラブ 25/29 86.21％

1/11確定出席率 25/31 80.65％

幹事報告

委員会報告

■1月家庭集会報告⇒ホスト：迫間修平君

■財団委員会⇒R財団年次寄付の確定申告について

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


■伊勢・鳥羽・志摩グループ
ガバナー補佐 池田 六太郎 様

日頃は、地区活動にご理解ご協力を賜り、有難く厚く御礼を申し上げます。
さて、本日は3回目のガバナー補佐訪問であります。上半期の御礼のご挨拶
をさせていただきます。
１．インターシティミーティングの御礼

12月3日（土）3年ぶりに対面で開催することができました。これも皆様
方のご理解ご協力のお陰であります。厚く御礼申し上げます。
IMテーマ「学ぼうロータリーの心と原点を」
第1部 講談師 宝井琴鶴様 「ポールハリスとロータリー」
第2部 6クラブの発表
鳥羽RC 東谷さん、和田さんはじめ多くのクラブメンバーの力作を発表していただき、本ＩＭを大
変盛り上げていただきました。ガバナーはじめ多くの役員の皆様より沢山のお褒めの言葉を頂きま
した。ありがとうございました。

２．ポリオ根絶街頭募金活動の御礼
10月8日（トバの日）に実施していただきました。ありがとうございました。

３．ガバナー杯チャリティーゴルフ大会予選会の御礼
11月3日伊勢カントリークラブにて開催させていただきました。ご参加いただいた皆様方ありがとう
ございました。

４．地区目標についてのお願い
(1)マイロータリー登録（50％）よろしくお願いいたします。
(2)ロータリーカードの普及についてよろしくお願いいたします。
(3)R財団年次寄付150ドル／人・・鳥羽RC（173.31ドル／人）は伊勢・鳥羽・志摩グループ6クラブの中
でトップに達成していただいております。本当にありがとうございました。

私の任期もあと5ヶ月でございますが、皆様にお支え頂きましてわたしのAGとしての仕事の8割方させ
ていただきました、ありがとうございました。AGの役割は、地区と各クラブの橋渡し役でございます。
何なりとお申し付けください、微力ではございますが、伊勢・鳥羽・志摩グループのため頑張らせてい
ただきます。本日は、貴重なお時間を頂きましたありがとうございました。

第3回ガバナー補佐訪問 三役担当

2022-23年度 ＩＭ振り返り 三役担当

今回のＩＭテーマは「ロータリーの心と原点」。
私たち鳥羽クラブは「ロータリーは人生と同じであると言う事に焦点を置きました。先ほどの映像で、寅さんが「生まれてき
てよかったな～」って言うことが必ず何回か有る、そして「それを信じて生きていけ」と言ってました。私たちロータリーメン
バーも今まで、「ロータリー活動でいろんな人と出会い、一緒に考え、一緒に行動してきました」 これからも「ロータリーし
ていて良かった」と思うことが何度か経験すると確信しています。もちろん人生と同じ苦しみ悩む事もたくさんあると思いま
す。
・・・そこで・・・。
鳥羽ロータリーは今回のＩＭ発表テーマタイトルを「僕らはみんな生きている」としました。 この僕らは、ロータリアンであり、
人々であり、そして私たちの町を表します。
これからもロータリーと共に生きていきたいと思います。

次年度のＩＭ開催に向けて、今期開催された当クラブＩＭ発表のビデオを視聴していただきました。

発表者、東谷佳一君・和田邦孝君



２月１日分

伊勢・鳥羽・志摩グループ
ガバナー 池田六太郎様(伊勢度会ＲＣ

・第3回ガバナー補佐訪問、宜しくお願いしま
す。

杉原君・池田ガバナー補佐、例会訪問ありがとうご
ざいます。ＩＭでは色々とお世話になりま
した。

・コラム 中村泰広君、「友」の紹介 林巧君、
楽しませて下さい。

中村(幸)君・伊勢・鳥羽・志摩グループガバナー補
佐 池田六太郎様、急遽日程変更していただ
きすみませんでした。本日もご指導よろし
くお願いいたします。

・59回目の創立記念日おめでとうございます。
中村泰広さんコラム、林巧さん「友」の紹
介よろしくお願いいたします。

増田君・池田ガバナー補佐、本日は大変お世話にな
ります。ご指導の程よろしくお願い申し上
げます。

・中村正人会長エレクト、先日は某スナック
にてジャンパーを間違って着てしまいまし
た。大変失礼をいたしました。

小林君・池田ガバナー補佐、本日はご訪問ありがと
うございます。宜しくお願いいたします。

森岡君・池田ガバナー補佐、本日はよろしくお願い
します。

東谷君・ガバナー補佐、ようこそ鳥羽ロータリーへ。
楽しんでいって下さい。

濱﨑君・ガバナー補佐 池田六太郎様、ご多忙の中よ
うこそ鳥羽へ。本日は宜しくお願いいたし
ます。

・会員誕生日御祝
中村(正)・池田六太郎ガバナー補佐ようこそ鳥羽へ。

南南東の恵方巻を食して例会楽しんで下さ
い。

・中村泰さん、コラム楽しみでした。林家
ター君、友だち紹介してください。

・会員誕生日御祝
中村(和)君・池田ガバナー補佐様、1週遅れになりす

みませんでした。本日はよろしくお願いい
たします。

林 君・何故かまた友の紹介です。
原田君・池田ガバナー補佐、本日はよろしくお願い

いたします。
野村(一)君・池田ガバナー補佐、鳥羽クラブへよう

こそ。勉強させていただきます。中村泰広
君コラム楽しみにしていました。

・入会記念日御祝
丸川君・池田六太郎ガバナー補佐、お忙しいところ

ありがとうございます。ご指導の程よろし
くお願いいたします。

伊藤君・池田ガバナー補佐、ようこそ鳥羽へ。本日
はよろしくお願いします。本日は創立記念
例会です。紅白まんじゅうありがとうござ
います。

山本君・父の葬儀の際には、お花・弔電を頂戴しあ
りがとうございました。94歳でした。

・夫人誕生日御祝(1月)
池田君・ガバナー補佐 池田六太郎様、ご苦労様です。

本日はよろしくお願いします。
吉田君・決して恨んでいませんが、会長・幹事欠席

の中実りのある家庭集会ができました。決
して恨んでいませんが、その後二次会に行
き会長・幹事が酒を飲んでいてショックで
した。決して恨んでいませんが、所用のた
め早退します。

・結婚記念日御祝
中村(泰)君・本日コラムさせていただきます。

よろしくお願いいたします。
・入会記念日御祝(1月)

阿部君・本日もよろしくお願いいたします。
村瀬君・本日は、池田六太郎ガバナー補佐様よろし

く御願い申し上げます。
谷水君・池田ガバナー補佐、ご多忙の中本日はよう

こそお越し下さいました。宜しくお願いい
たします。

・先日の家庭集会とても勉強になり、また、
とても楽しかったです。何より小林さんに
お褒めの言葉いただけたことが嬉しいです。

和田君・本日もよろしくお願いします。
柴田君・夫人誕生日御祝(1月)
羽柴君・会員誕生日御祝(1月)

・入会記念日御祝(1月)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

― コラム ―
中村泰広 君

今日は比重の話をいたします。

比重とは物質の密度を表すもので標準物質を１とし

て表します。固体の場合水が標準になります。気体

は空気になります。一升瓶が１．８リットルですか

ら、その１リットルが水の１となると思い浮かべて

いただくと水の質量が思い浮かべられると思います。

では、弊社の使用する金属の比重についてお話し

します。鉄7.85 アルミ2.7 亜鉛7.13 ステンレス

7.9 銅8.96 などが一般的です。弊社では取り扱っ

ていないもので鉛11.33 金19.3 白金21.46 イリ

ジウム22.562 最大オスミウム22.587 になります。

イリジウムが最近話題の希少金属であるのは比重が

大きいほど放射線の透過を防ぐことが背景にある様

です。
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