
    

 

【日   時】   2020 年7 月2 日（木）  『第 １１８９ 回 例会』 

【会   場】   フレックスホテル    『3F・平安の間』 

【プログラム】   会⻑事業計画発表・理事役員 理事挨拶 

【出   席】  (会員数)  36 名  (出席者) 33 名 (出席率) 91.67 ％ 

 

 

○村田 耕一 直前会⻑ → 北出 誠 会⻑         ○小濱 彰男 前年度幹事 → 山下 茂紀 幹事 

 

 
 

新しい年度が始まりました。 

前年度の後半は御存じの通り、新型コロナウイルスの影響で、 

２５周年記念例会始め、毎週の例会すら開催できないという困難に直⾯しました。 

会⻑研修でありますPETS、地区協議会等大人数が集合する会議研修が 

ことごとく中止せざるを得ない状況になってしまいました。 

今年度においても、まだまだ新型コロナウイルスの影響が残り、様々な会議に⽀障がでることが予想されます。 

会員の中には、ロータリー活動どころではない、⾃分の仕事の継続が大変であるといった⽅も⾒えるかもしれません。 

しかし、こういう時だからこそロータリーには異業種のたくさんの仲間がいるんだということを忘れないでください。 

お互いが助け合い協⼒してこの困難に⽴ち向かいましょう。 

その都度会員の皆様の協⼒をお願いし、一年間を全うしたいと思います。一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

今年度ＲＩ会⻑は、ドイツ ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルヘンロータリークラブの「ホルガー・クナー

ク会⻑（不動産業 Knaack KG のCEO）」です。メッセージは「ロータリーは機会の扉を開く」です。 

ロータリーはクラブに入会するというだけでなく、無限の機会への招待です。ポリオ根絶のような大規模で歴史的なプロ

ジェクトから、地域社会でのささやかなプロジェクトまで、奉仕する機会への扉を開いてくれます。より豊かで意義のあ
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る人生への扉を開いてくれます。私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の扉を開いてくれます。 

 

 続いて第２６３０地区の話です。地区ガバナーは「釼田廣喜ガバナー（岐阜高山中央RC）、（地区⽅針は「伝統的日本

ロータリーの文化を輝かせ、真のイノベーションへ」です。 

単に昔に戻るのではなく、改⾰のために本質的なものに戻る。本質を⾒極めることです。 

地区目標としては、 

1、 ＲＩ会⻑テーマ及び強調事項の推進 

2、 ＲＩロータリー賞への積極的チャレンジ 

3、 新しいＲＩ戦略計画の推進 

4、 会員増強・会員維持・クラブ拡大 

5、 ⻘少年育成の推進 

6、 ロータリー財団補助⾦の積極的活⽤と寄付への理解・推進 

7、 米山奨学事業への参加と⽀援 

8、 例会は週一回、メーキャップは前後２週間の推奨 

です。 

 

 今年度の当クラブテーマを「協調と感動」としました。 

クラブ存続のためには会員の維持拡大が必要です。そのためには毎週の例会をより充実し感動できる会にすることが大切

になってくると思います。 

おかげさまで、ここ数年で新しい会員もたくさん入会していただきました。 

次年度のプログラムで月初の例会に「会員卓話」を入れさせていただきました。 

皆出席会員の年数が永い会員、ロータリー歴の永い会員を中⼼に「ロータリーについて」というテーマで卓話をお願いし

ようと考えています。 

内容は、ロータリーを永く続けてこられた秘訣、ロータリーに入っていて良かった事、ロータリーの⼼得等、新しい会員

に少しでもロータリーへの理解が深まり、ロータリー精神が継承できればと思います。 

 また、我がクラブには、特別委員会としてCLP 委員会を設置してあります。 

CLP 委員会は、５年後のロータリーを⾒据えて、会員の育成、クラブの在り⽅等を検討する機関でとても重要な位置を占

めています。 

奥村委員⻑を始め⽴岡副委員⻑、⻄村委員、鈴木康会員、小濱委員、福本委員を筆頭に会員全員で取り組んでいかなけれ

ばならないと考えています。 

 



 

①例会後、理事会です。 

②今年度は配偶者の⽅のお誕生日当日に「多気園芸」の鉢花を届けます。お楽しみに・・・・・ 

もし届かない場合は、事務局までお知らせください。 

③年会費(前期分)納入のお願い致します。（請求書を事業所へお送り致します） 

④7 月のロータリーレートは、1 ㌦＝107 円）。 

⑤地区大会事務所開設致しました。 

⑥2020-21 ガバナー事務所及びガバナーエレクト事務所開設。 

⑦日本赤十字社三重県⽀部点訳奉仕団より活動記録誌が届きました。 

⑧太田会員、林会員、辻会員へ 地区委嘱状授与。 

 

 

 

氏    名 職業分類 事    業    所 生  年  月  日 推  薦  者 

倉田
く ら た

 幸
ゆき

範
のり

 君 土木工事 株式会社 松阪テック 1975 年9 月21 日 山下 茂紀 君 

 

 

 

 

受 入 年 度 受  入   学  生  名 所      属      先 出身地 カウンセラー 

2020-2021 尹 成増（イン チャンツン）さん 三重大学 医博課程 生命医科学 中 国 小濱 彰男 君 

【研究テーマ】 消化器癌集学的治療における新規治療マーカーの確⽴ 

 

 

 

加藤 確春 様 イン チャンツン君を、宜しくお願いします。 

尹 成増 様 イン チャンツンです。一年間お世話になります。宜しくお願いします。 

北出 誠 会⻑ 一年間、よろしくお願いします。 

山下 茂紀 幹事 今年度、幹事をさせていただきます。ヨロシクお願いします。 

井口 篤 会員 北出会⻑、山下幹事、一年間宜しくお願いします。 

植松 悦子 会員 ⻑くお休み頂きました。又、宜しくお願いします。 



岡井 功 会員 一年間、よろしくお願いします。 

奥村 清隆 会員 会⻑、幹事、ヨロシク！！ 

川口 好宏 会員 お願いします。 

越山 明 会員 会⻑・幹事、一年間頑張って下さい。 

小濱 彰男 会員 新年度です。宜しくお願いします。 

坂本 昇 会員 北出会⻑、山下幹事、一年間頑張ってください。 

佐藤 光宏 会員 新年度、よろしくお願いします。 

清水 三昭 会員 本年度第１回目の例会です。一年間皆さま宜しくお願いします。 

鈴木 正之 会員 新会⻑、新幹事、ヨロシク！！ 

鈴木 康 会員 新年度、あけましてあめでとうございます。 

⽴岡 秀之 会員 よろしくお願いします。 

⾠⺒ 拓⾺ 会員 本年度もよろしくお願いいたします。 

辻 真理子 会員 お願いします！！ 

⻄⾕ 満 会員 新年度、ヨロシクお願いします。 

⻄村 伸久 会員 本年度、第１回例会です。 

林 菖蒲 会員 新年度が始まりました。よろしくお願いします。 

福本 和也 会員  

山本 修二 会員 一年間、宜しくお願いします。 

脇 文彦 会員 新しい期に入りました。よろしくお願いします。 

 

以上25 名様・合計⾦額：27,000 円でした。有難うございます。 

 

 

【7 月度・会員誕生日】 

   19 日 小濱 彰男 会員 

【7 月度・配偶者誕生日】 

09 日 田中 美智子 様 

【7 月度・ご結婚記念日】 

該当者なし 

 



2020-2021 年度・理事役員【6 名】 

『会⻑』北出 誠                『副会⻑』小濱 彰男（会⻑エレクト）・田中 和弘 

『会計』坂本 昇                『直前会⻑』村田 耕一 (SAA) 

『幹事』山下 茂紀 

 

 

 

 

    

北出 誠 会⻑ 小濱 彰男 副会⻑ 坂本 昇 会計 村田 耕一 直前会⻑ 山下 茂紀 幹事 

 

   2020-2021 年度・理事【8 名】 

『クラブ管理運営部門』福本 和也（副幹事）   『公共イメージ部門』岡井 功 

『会員増強部門』越山 明            『奉仕プロジェクト部門』植松 悦子 

     『⽀援プロジェクト部門』鈴木 康        『会報・雑誌委員⻑』前川 佳久 

     『環境保全委員⻑』鴻原 光           『社会奉仕委員⻑』宮園 隆貴 

 

 

 

     

植松 悦子 理事 岡井 功 理事 越山 明 理事 鈴木 康 理事 鴻原 光 理事 宮園 隆貴 理事 

 


