
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日のプログラム 第 2262回例会 令和 2年 6月 18日 

ソング：我らの生業 

行 事：最終例会 各委員会報告  

 第 2261回例会 令和 2年 6月 11日の記録  

 会長の時間  糸川佳男 会長 

皆様こんにちは 3月、4月 

5 月と 新型コロナウイ

ルスにより、ロータリー

例会は休会になりました

が、皆様この間 いかが 

でしたでしょうか。昨年、山門会長がけがを

されて、厄年のような経験をされましたが今

年は私が公私ともにコロナの影響をまともに

受け、会長の時間、3,4,5 月の 9 回分の出番

がなくなりました。当初はラッキーだと思い

ましたが、一応、色々と話のネタを私なりに

考えていました。皆様から、あまり受けない

かもしれませんが、貴重な経験として有意義

に、活用しようと思っていました。消化不良

のような気持ちが正直なところです。本日含

めてあと２回ではありますが、この貴重な本

年度の会長として、最後まで務めさせて頂き

ます。このようなことは、ロータリーの長い

歴史においてもなかった事態だと思います。

毎日、テレビ、ニュース、新聞、ネットでコロ

ナについての話題です。先の見えない状況で

はありますが、コロナの発生人数も確実に減

少しております。気を許さず各自が対応して

いけばよいのではないでしょうか。本日のプ

ログラム、次年度のことになります、片岡次

年度も、これまでと異なる船出となりますが、

これは、チャンスでもあり、変化、改革され

るロータリーにふさわしいのではないでしょ

うか。これまでの既成概念から、新しいもの

に産まれる時なのでしょう。観光事情ですが、

コロナの影響を受け、観光が真っ先に影響を

受けました。ただ、それだけに復活まではい

きませんが、徐々に V 字回復までいきません

が少しづつ色々な動きが出ています。６月１

８日以降～県外への移動が緩和され、新聞の

調査では、いま一番行いたいことが、国内旅

行となっています。そこで、この地域はコロ

ナの発生もないため、熊野地域への関心が高

いようです。お土産の需要は減るのは確実で、

義理の土産ではなく、本物志向がより高まっ

ていくことになりそうです。

  

 幹事報告  森本衞 SAA 

▼桑名西ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 

▼ガバナーエレクト事務所より２０２０年会長エレクト研修セミナー、地区研修・協議会 修了証

書送付のご案内と主要事業アンケートが届いております。 

▼ロータリーの友事務所より「ロータリーの友５・６月合併号」が届いております。 

▼RI日本事務局よりポリオの寄付明細が届いております。 

例会日：第 1・2・3木曜日 
例会場：12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    19：00～みどりや 
事務局：〒519-4324 三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kumanorc.com 

 2019-20年度 会 長 糸川佳男  
       副 会 長 西村昭宏  

幹  事 門 茂伸 
会報委員 尾﨑しほ子 



▼５月のクラブ増強報告書が届いております。 

▼三重県緑化推進協会より令和２年度定時総会の開催についてのご案内と定時総会議案が届いて

おります。 

▼尾鷲ロータリークラブより次年度の GTMプログラム（案）が届いております。 

▼伊勢ロータリークラブより週報を戴いております。 

 

 次年度役員発表 片岡博也会長エレクト  

次年度役員発表は３月の予定でしたが、コロナウイルス感染症対策で臨時休

会でしたので、今日することになりました。プログラム委員長を理事に一名

増やし、創立 50 周年実行委員会を立ち上げました。委員長は決まってます

が、委員をこれから決めていきたいと思っています。入会年度は古いですが、 

実行年度は少ないです。出席と親睦でロータリーを楽しもうという方針で

いきたいです。より良いクラブになっていけるよう運営したいと思っていま

す。 

 

役 員 理 事 

会長 片岡博也 支援プログラム委員長 斎藤鉄郎 

会長エレクト 野地俊行 管理運営委員長 森本健一 

副会長 山門弘毅 奉仕プロジェクト委員長 濱田瑞紀 

幹事 斎藤友紀 組織強化委員長 尾﨑しほ子 

会計（副幹事） 中西政貴 公共イメージ委員長 庄司  幸 

SAA 川原直美 プログラム委員長 山口哲生 

直前会長 糸川佳男   

支援プログラム委員会 組織強化委員会 

委員長 斎藤鉄郎 委員長 尾﨑しほ子 

ロータリー財団 大崎順敬 拡大増強 尾﨑しほ子 

米山記念奨学会 西村昭宏 会員選考 前田衣代 

委員 濵口佳丈 委員 田端稔充 

委員 榎本義秀 委員 榎本正一 

管理運営委員会 奉仕プロジェクト委員会 

委員長 森本健一 委員長 濱田瑞紀 

プログラム 山口哲生 国際奉仕 野地俊行 

出席 井上 登 社会奉仕 朝尾高明 

親睦家族 森岡雅貴 職業奉仕 濱田瑞紀 

副 SAA 森本 伸 青少年奉仕 松本幸恭 

委員 清水康仁 環境保全 平谷一人 

委員 渕上訓朗 委員 阪口直記 

委員 森本永年 委員 赤阪俊一 

公共イメージ委員会 ５０周年実行委員会 

委員長 庄司 幸 委員長 朝尾高明 

雑誌・会報 庄司 幸 委員  

ロータリー情報 糸川佳男 委員  

委員 森本 衞 委員  

委員 門 茂伸 委員  

 

        次回第 2263回例会  

7月 2日：初例会 新会長・幹事挨拶 

事業計画発表 バッチ交換 諸事御祝 

 

 出席報告  井上 登 出席委員長 

会員数 33名  出席数 21名  欠席数 12名 

出席率 63.63% 修正 75.75％ 



 諸事御祝  3月～6月  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

お誕生日：田端稔充会員 森本健一会員 片岡博也会員 榎本義秀会員 門茂伸会員 

結婚記念日：山門弘毅会員 斎藤友紀会員 森本 伸会員 平谷一人会員 片岡博也会員 

      西村昭宏会員 井上 登会員 森岡雅貴会員 斎藤鉄郎会員 森本 衞会員 

      森本 伸会員 中西政貴会員 斎藤友紀会員 

入会記念日：松本幸恭会員 野地俊行会員 庄司 幸会員 

 

 ニコニコ BOX  

会長…本日、出席ありがとうございます。 

尾﨑しほ子…お久しぶりです。元気出していきましょう！！ 

田端 稔充…65才になりました。 

榎本 義秀…お誕生日のお祝いを頂いて。 

片岡 博也…3月で 28年目。5月で 48才になりました。今年は年男、7月から会長でございます。 

      頑張ります！！次年度よろしくお願いします。 

森本 健一…45才になりました。 

門 茂伸…48才になりました。ありがとうございます。遅刻して申し訳ありません。 

井上 登…結婚記念日のお祝いを頂いて。 

森本 衞…42年目になりました。ビールを頂いて。 

斎藤 友紀…コロナで新婚気分です。 

山門 弘毅…25年もちました。 

西村 昭宏…結婚記念日のお祝いを頂いて。 

中西 政貴…結婚記念日ありがとうございます。 

森本 伸…22年です。 

平谷 一人…結婚記念日のお祝いを頂いて。 

森岡 雅貴…お誕生日・結婚記念日のお祝いを頂いて。 

松本 幸恭…入会 8 年目になりました。 

野地 俊行…入会記念を頂いてありがとうございます。 

庄司 幸…入会記念日のお祝いを頂いて。 

榎本 正一…少し遅れました。あそびの森はわらびがたくさんとれますよ。 

斎藤 鉄郎…早退します。 

野地俊行、森本健一、大崎順敬、片岡博也、西村昭宏、、井上登…ビールを頂いて。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         

 



   

          

         

 
 
 

 

 

                   

 

   



 


