
年頭のご挨拶       

中津川ロータリークラブ会長 鳴海伸明

          平成２８年の新春を迎え謹んでお慶び申し

上げます。

本年の干支は申年です。猿の如く元気で機

敏にロータリー活動を進めさせて頂きます。

会員の皆様のより一層のご支援御協力をお願

い申し上げます。

昨年７月より５８期会長を拝命し「輝くロータリアン 新しい時

代に向かって 今スタート」をクラブテーマにロータリー活動を進

めさせて頂きました。

青少年育成事業リニアモーターカー工作教室の開催事業を始め、

それぞれ各委員会が目的を持って事業を進めて頂きましたこと感謝

を申し上げます。

また、国際交流委員会におきましては、姉妹提携クラブ三重ロー

タリークラブ訪問には我がクラブより３５名の多くの会員・ご婦人

に参加頂きました。三重ロータリークラブ役員との会議では、我が

クラブ 60 期での姉妹クラブ継続調印の確約ができました。成果の

あった訪問でした。

新しい年を迎え５８期もあと６ヶ月になりました。初心を忘れず

しっかりとロータリー活動を進め、５９期波多野一夫会長にお渡し

させて頂きます。各役員各委員会におかれましてもしっかりと引き

渡しができますよう、今から意識し活動を進められる事をお願い申

し上げます。

本年も会員皆様のご支援御協力をお願いしまして年頭のご挨拶と

いたします。

太神楽(だいかぐら)曲芸師 豊来家玉之助
日本の伝統芸能である傘回し、皿回し等の純和風な曲芸

の数々で、イベント、お祝い事、結婚式の余興等にお祭り
の出し物に花を添えます。「大人から子共まで幅広く楽しん
でいただける」 それが太神楽曲芸です。

名前 豊来家玉之助
（ほうらいやたまのすけ）
昭和４７年 ８月２９日
大阪府生まれ、兵庫県育ち

ラッキー幸治師に師事し豊来
家に。大阪芸術大学卒業。
現在フリーで活動中。

中津川ロータリークラブホームページをリニューアル！！

中津川ロータリークラブの活動・会報・お知らせ等

掲載いたしました。以下よりご覧ください

         http://nakatsugawa-rc.jp

２０１６年１月２１日 №2873～76―58―23～26

クラブテーマ【輝くロータリアン 新しい時代に向かって 今スタート】

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．国 歌 斉 唱

３．ソ ン グ＝奉仕の理想

４．会長の時間

５．新会員入会式

６．１月度のお祝い

７．皆出席バッチの贈呈

８．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告

９．閉 会 点 鐘

懇親会         司会 麦島寛也親睦副委員長

１．開 宴 挨 拶・・・・・・・・ ・後藤大作親睦委員長

２．ご夫人・58期入会会員の紹介・・・・・桂川邦俊幹事

３．乾 杯 発 声

４．長多喜 店主挨拶

５．アトラクション①太神楽「豊来家玉之助」

６．   〃   ②ビンゴゲーム

７．次年度会長挨拶・・・・ 波多野一夫会長エレクト

８．手に手つないで

９．締 め の 挨 拶・・・・・・・・



ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 48／67 71.64％
12/6補正出席率 67／67 100.0%
      会員総数 70名（出席免除者３名）

単位 ポイント

１位 鳴海伸明君 ８５ ６位 可児 力君 ２８

２位 齊藤 隆君 ５２ ７位 伊藤 昇君 ２４

３位 波多野一夫君 ３８ ８位 長野和夫君   ２２

４位 桂川邦俊君   ３４ ９位  鈴木嘉進君   ２１

５位 鈴木 力君   ２９ １０位 田口義也君 ２０

1122 月月 1177 日日のの記記録録

生年月日 1963年(昭和38年)2月4日

勤 務 先 (株)十六銀行 中津川支店

職業分類 普通銀行

趣    味 野球、ゴルフ

推 薦 者 杉本潤君、齊藤隆君、桂川邦俊君

原 満夫君 ・・・・２８年  嶋崎兼之君 ・・・・２０年

鳴海伸明君 ・・・・１４年  麦島寛也君 ・・・・１２年

小川剛弘君 ・・・・１０年  桂川邦俊君 ・・・・ ６年

安藤正樹君 ・・・・ ２年  森塚孝彦君 ・・・・ １年

服部愛弘君  ・・・８日

吉村和子さん・・２３日

生年月日 1974年(昭和49年)3月1日

勤 務 先 東濃信用金庫 中津川支店

職業分類 信用組合

趣    味 スポーツ全般

推 薦 者 丸山輝城君、糸井川均君、原政幸君

生年月日 1969年(昭和44年)12月26日

勤 務 先 (有)木曽路

職業分類 飲食業

趣    味 旅行

推 薦 者 丸山輝城君、原満夫君、後藤大作君

生年月日 1975年(昭和50年)8月21日

勤 務 先 エムズ保険(株)
職業分類 傷害保険代理

趣    味 ゴルフ

推 薦 者 杉本潤君、齊藤隆君、三尾泰一郎君

出席報告

ニコボックス
★瀧日署長、ようこそ！本日の卓話よろしくお願いします。今年

最後の例会です。半期無事に出来ましたのも皆様のご協力のお

かげだと思います。ありがとうございました。次回は１月２１

日新年会です。多くの皆様の参加お待ちしております。

         会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君

★本日の例会を担当致します。中津川警察署長 瀧日様、卓話宜

しくお願いします。期待してます。  例会運営委員長・長野和夫君

★≪投稿は昔話ばかりで≫ 何時も昔話の投稿ですみません。ハ

タシテ参考になりますか。

瀧日署長様の本日の卓話を拝聴させて戴きます。 伊藤 昇君

★半年お世話になりました。           鈴木嘉進君

★瀧日署長、卓話宜しくお願いします。   原 満夫君、三尾泰一郎君

クラブテーマ【輝くロータリアン 新しい時代に向かって 今スタート】

上期ニコボックス申告ベスト１０

笹月秀勝君（ささつきひでかつ）

１月度のお祝い 結婚記念日

皆出席表彰者

★瀧日中津川警察署長さん、ようこそお出で下さいました。本

日の卓話よろしくお願いします。結婚記念日にきれいなお花

をありがとうございました。          原 眞平君

★瀧日中津川警察署長、ようこそ。本日の卓話よろしくお願い

します。                   可児 力君

★中津川警察署長、瀧日義治様、本日の卓話よろしくお願いし

ます。交通栄誉賞を受賞する事になりました。ありがとうご

ざいます。                 波多野一夫君

★瀧日中津川警察署長様、歓迎します。卓話楽しみにしていま

す。宜しくお願いします。先日のゴルフ同好会ではブービー

賞を頂きありがとうございました。       田口義也君

★瀧日中津川警察署長さん、本日の卓話楽しみにしておりま

す。               若森まり子君、吉村和子君

★伊藤昇様、半年間、会報に素晴らしい記事を提供していただ

き、ありがとうございました。

幹事・桂川邦俊君、会報発行委員会・志津竜良君、安藤正樹君

★皆出席４年表彰ありがとうございました。皆様に助けていた

だき、これからも遠距離出席がんばります。   高田信浩君

★本日欠席で申し訳ありません。１１月に結婚記念のお花、あ

りがとうございました。            佐藤好哉君

★１３日（日）のゴルフ同好会主催のコンペに参加しました。

風もなく暖かな日で、楽しい一日になりました。同好会会長、

幹事、ご苦労様でした。            田口清男君

★早退します。３名 本日の申告50.5ポイント(累計689ポイント)

ゲスト

小澤賢一君（おざわけんいち）

小縣一夫君（おがたかずお）

坂巻裕史君（さかまきひろし）

            中津川警察署長 警視    瀧日義治様

中津川市教育委員会 教育次長 原 和弘様



中津川警察署長 瀧日義治氏

卓話「現下の犯罪情勢と諸対策について」     

            

市内de留学協賛金

中津川市教育委員会 原 和弘様

        

皆出席表彰４年

高田信浩君           

１２月度定例理事会開催報告

１２月１７日例会スナップ

卓話者紹介

長野例会運営委員長           

中
津
川
Ｒ
Ｃ
へ
寄
贈

中
津
川
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長
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日
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治
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作
品

4）「三重扶輪社公式訪問」決算について ／国際交流委員会

11月13日(金)～15日(日)参加者（会員25、夫人9、事務局）

                      ☆承認

5）「山田久志氏講演会（中津川市少年野球連盟40 周年記念）」

移動例会決算について    ／地域活動委員会担当

12月6日(日)13：30～ 福岡文化ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ  参加者：３４名       

                       ☆承認

6）「年次総会・忘年会」決算について  ／親睦委員会担当

12月10日（木）「木曽路」18：00～ 参加者49名

                         ☆承認

7）「事業基金取り崩し」事務所の棚・机の購入について

※Ｒ事務所のクロス張替え時に、事務用品入れ替え作業をする

①保管庫棚 ②事務用デスク・椅子 ③会議用テーブル 他

                         ☆承認

8）「中津川ＲＣ写真データー記録作業」について／特命担当Ｇ

  ①写真スキャンニング整理 ②データー整理編集

      

☆承認

9）ホームページの更新について（１月予定）  ／特命担当Ｇ

                     ☆承認

10)「新会員4名」については、書面にて通達・・・ ☆承認

                                                            

開 催：１２月１７日(木) 13:35～商工会議所２階 会議室

出席者: 鳴海伸明君、齊藤 隆君、鈴木 力君、波多野一夫君、

鈴村正樹君、酒井康孝君、志津竜良君、長野和夫君、

後藤大作君、高田信浩君、市岡孝之君、田口義也君、

鶴田 温君、桂川邦俊君。

議題

1）12月･1月・2月の例会プログラムについて    ☆承認

2）１月･2月度定例理事会日程について              

   1月28日(木)、2月25日(木)例会終了後  ２階会議室         

2月25日(木)例会終了後     〃         ☆承認

3）第４回ＩＤＭ開催について                                    

2月18日(木) 勝宗 18：30～      ☆承認



職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕部門合同研修セミナー

２月１４日(日)「岐阜グランドホテル」11：00～

次年度波多野会長、酒井幹事、理事（田口・吉川・志津）参加

クラブ会員数別増強討論会

２月２０日(土）「安保ホール」13：00～

鳴海会長、鶴田理事参加

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

３月１２日(土)～１３日(日)「ひだホテルプラザ」16：00～

   波多野会長エレクト参加

         

１月２８日＝健康診断（例会前11：30～12：20）/職業奉仕

普通例会       ／社会奉仕委員会担当

恵那神社前宮司 梅村高司氏卓話            

※1月度定例理事会 13：35～ 2Ｆ会議室

２月 ４日⇒７日(日)六斎市に移動  本町9：00～

１１日＝法定休日

１８日＝普通例会      ／情報研修委員会担当

２５日＝普通例会      ／職業奉仕委員会担当  

              会員卓話 服部愛弘君「健康診断報告」

※２月度定例理事会 13：35～ 2Ｆ会議室

原 眞平写真館⑯  「馬籠宿雪景色」

      

ロータリーレートのお知らせ

２０１6 年1 月は １㌦＝120 円になります（12月と同じ）

       

２月１８日(木)＝第４回ＩＤＭ 勝宗18：30～／IDM委員会

４月７日(木)＝ロータリーデー家族例会   ／親睦委員会

(当初４月３日(日)予定してましたが、変更になります)ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 67／67 100.0％
1/5補正出席率 67／67 100.0%
      会員総数 70名（出席免除者３名）

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 67／67 100.0％
12/24補正出席率 45／67 66.18%
      会員総数 70名（出席免除者３名）

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 45／67 66.18％
12/17補正出席率 56／67 82.35%
      会員総数 70名（出席免除者３名）

       

～皆様のご参加お待ちしております～

（ 出席要請者のお名前はＦＡＸにてご案内いたします）

今後の例会予定

ビジター 移動例会の為、カードメーキャップの方

郷原基幸君、吉村浩平君、丸山充信君、原恵雄君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

クラブテーマ【輝くロータリアン 新しい時代に向かって 今スタート】

地区・分区の行事予定

１１月月１１００日日のの記記録録 十十日日市市参参加加

１１月月５５日日のの記記録録 消消防防出出初初式式参参加加

１１２２月月２２４４日日のの記記録録 ククララブブフフォォーーララムム

中津川市馬籠 2014年1月19日 AM7:00

中津川ＲＣ委員会行事予定

出席報告

出席報告

出席報告

ビジター

移動例会の為、

ｶｰﾄﾞﾒｰｷｬｯﾌﾟの方

吉村浩平君

(中津川ｾﾝﾀｰRC)

第４回ＩＤМ開催のご案内

ＩＤＭ委員長    吉村 和子

〃 副委員長    鈴木 嘉進

●日 時・・２月１８日（木）１８時３０分～

●場 所・・「勝宗」

●会 費・・￥３，０００  


