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本日の 例会プログラ ム
例会前 健康診断 11：30～12：20
／職業奉仕委員会担当
１． 開 会 点 鐘
２．ソ ン グ ＝ ｢それでこそロータリー｣
３．ゲスト、ビジターの紹介
４. 食 事 と 交 歓
５．出席報告、ニコボックス発表、委員会、幹事報告
６．雑誌の紹介(ロータリーの友、月信)
７．会 長 の 時 間
８．卓話
社会奉仕委員会担当
恵那神社前宮司 梅村高司氏卓話
「パラオ・ペリュー島戦没者の慰霊」
９．閉 会 点 鐘

今後の例会予定
２月 ４日⇒７日(日)六斎市に移動
１１日＝法定休日
１８日＝普通例会
２５日＝普通例会

本町9：00～
／情報研修委員会担当
／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

中津川ＲＣ委員会行事予定

ゲスト紹介

恵那神社前宮司 梅 村 高 司 様（うめむらたかし）
昭和２０年３月１３日生 (満７０歳)
出身、住所： 中津川市えびす町 6-14
≪略歴≫
昭和 38 年 3 月
昭和 50 年 12 月

岐阜県立多治見工業高校機械科卒業
恵那神社宮司、父の急死により、検定

昭和 59 年 5 月

により神職となる
３代目恵那神社宮司に就任

平成 25 年 3 月
現在

恵那神社宮司退任、長男に引き継ぐ
神社庁中津川支部顧問、天神神社宮司

≪神職主な仂き≫
昭和 56～63 年

中川神社・八幡神社、天神神社本殿屋

平成 8 年

根銅版葺き替え
津島神社拝殿新築

平成 14 年
平成 18 年

中川神社拝殿・直会館新築
恵那神社山頂本社 7 社新築

平成 25 年

恵那神社祖霊殿・祖霊墓新設

会長の時間
鳴海伸明会長

２月１８日(木)＝第４回ＩＤＭ 勝宗 18：30～／IDM 委員会

原 眞平写真館⑰

・新年のご挨拶
・最近の気象情報

「諏訪湖からの富士山」

地区・分区の行事予定
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）
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
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
長野県下諏訪町諏訪湖畔 1 月中旬 AM7:00
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前回の記録

1 月 21 日

★明けましておめでとう！鳴海丸も帰路になりました。頑張っ
て下さい。ご婦人方のお土産の花は、後日、自宅へ配達させ

新年家族例会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/10 補正出席率

53／67
67／67

79.10％
100.0%

会員総数 70 名（出席免除者３名）

メーキャップ

て頂きます。
松田周一君
★新会員の小縣君を宜しくお願いします。新会員入会歓迎しま
す。皆出席バッチを頂きました。
原 満夫君
★鳴海会長始め役員の皆様、６か月充実した活動をご苦労様で

移動例会の為カードメーキャップの方、
丸山充信君(中津川ｾﾝﾀｰ RC)

した。残り半分、気を抜かぬよう頑張って下さい。丸山輝城君
★今年もいろいろお世話になります。新会員の入会おめでとう

ニコボックス

ございます。
岡山金平君
★おめでとうございます。本年も宜しくお願いします。笹月・

★平成２８年、新しい年を迎え謹んでお慶び申し上げます。本日
は、新年家族例会開催にあたり、多くの会員、ご婦人に参加頂

小澤・小縣・坂巻４氏のご入会を歓迎申し上げます。原眞平君
★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

き感謝いたします。本日は、建設業界東京会議のため欠席しま
す事を、深くお詫び申し上げます。齊藤副会長、桂川幹事、鈴

ます。
糸井川均君、三尾泰一郎君
★新年あけましておめでとうございます。鳴海丸順風満帆の航

木会場監督、後藤親睦委員長を初め委員の皆様には、お手数を
おかけしますが宜しくお願いします。４名の新入会員の皆様の

海、お祈りします。
鈴木 力君
★新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

入会歓迎いたします。愛知さん、村瀬さんありがとございまし
た。皆さんにとって楽しい新年会になりますよう祈念申し上げ
ます。波多野一夫ご夫婦様「緑十字銀章」受賞おめでとうござ
います。これからも夫婦仲良く頑張って下さい。会長・鳴海伸明君
★新年明けましておめでとうございます。５８期後期の始まりで
す。皆様宜しくお願い致します。笹月さん、小澤さん、小縣さ
ん、坂巻さんの４名の新会員の皆様の入会を歓迎いたします。
これで会員数７２名となりました。副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君
★本日、鳴海会長欠席の為、大変力不足ではありますが、会長代
行を務めさせて頂きます。皆さん、優しい心でミスは大目に見
て下さい。
副会長・齊藤 隆君
★この度の人事異動で事業支援部に転勤になりました。中津川 RC
の皆様には大変お世話になり、良い思い出をたくさん作ること
ができました。中津川でかけがえのない時を過ごすことができ
たことを深く感謝申し上げます。貴クラブの今後のご発展をお
祈りします。ありがとうございました。
愛知大介君
★短い間でしたが、皆様に大変お世話になり有難うございました。

可児 力君
か し ま やり

たてしな

★雪が少ないといわれる中、正月は鹿島槍、蓼科と十分滑って
きました。

鈴村正樹君

★明けましておめでとうございます。７月のスタートに向けて
準備しております。ご指導をお願いいたします。
次年度会長・波多野一夫君、次年度幹事・酒井康孝君

★新年おめでとうございます。親睦委員会の皆さん、長多喜さ
ん、夫婦共々お世話になります。
例会運営委員長・長野和夫君
★明けましておめでとうございます。社会奉仕委員会一同、新
会員歓迎します。
市岡孝之君、小川剛弘君、前野求重君
★ホームページを新しくしました。アドレスは会報に載ってい
ます。一度見て下さい。齊藤さん、会長の代理ご苦労様です。
特命担当理事・鶴田 温君

★≪本日は担当させて頂きます≫ 新年家族会は親睦委員会
担当です。全員で楽しい家族会になる様、一生懸命努めます。
親睦委員会一同

★本年も長多喜をご利用いただき、有難うございます。

村瀬竜也君

★初めての中津川市での勤務となります。ロータリークラブの活
動に積極的に取り組んで参りますので。ご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い致します。
新入会員・笹月秀和君
★この度はロータリークラブに入会させて頂きありがとうござい

吉田信助君

★交通栄誉賞「緑十字銀章」を受賞いたしました。これからも
地域の安全の為に頑張ってまいります。
波多野一夫君
★１２回目の皆出席表彰、ありがとうございました。麦島寛也君
本日の申告111 ポイント(累計 800 ポイント)

ます。宜しくお願いします。
新入会員・小澤賢一君
★本日より入会させていただきました。これからよろしくお願い
します。
新入会員 小縣一夫君
★本日よりロータリークラブに入会させて頂きます。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
新入会員・坂巻裕史君
★≪新年おめでとう≫ 鳴海会長外役員の皆さん、年度事業を完
全に前期で終了され後期に入ります。手を緩めることなく頑張
って下さい。
伊藤 昇君
★本年もよろしく！！

市川 博君

友愛の席

パーシモンショコラ

信州産の市田柿をチョコレートで包み
こみました。チョコレートの口溶けと
柿の風味が絶妙です。

松月堂

例 会

新年家族例会

１月２１日

長多喜にて（会員５３名 夫人１８名 事務局）

新会員紹介 原 満夫君、三尾泰一郎君
開会点鐘
鈴木 力会場監督

年頭のご挨拶 齊藤隆副会長
新会員 小澤賢一君、 笹月秀勝君、

小縣一夫君、

坂巻裕史君

皆出席表彰（左上より）桂川邦俊君 6 年、小川剛弘君 10 年、嶋崎兼之君 20 年、
原 満夫君 28 年、麦島寛也君 12 年、安藤正樹君 2 年、森塚孝彦君1 年

出席報告 長野例会運営委員長

司会進行
麦島親睦副委員長

懇親会

ﾆｺﾎﾞｯｸｽ 山本親睦副委員長

挨拶
後藤親睦委員長

乾杯発声
伊藤パスト会長

挨拶
長多喜吉田店主

パスト会長会より誕生祝いの花束贈呈
長多喜 吉田雅子さん 昭和7年1月21日誕生日！
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ビンゴゲーム

ビンゴゲーム会長賞！！
おめでとうございます

鳴海会長、波多野会長エレクト
林会長ノミニーより差し入れ

～国際ロータリー２６３０地区 2016～17 年度
ガバナー 剱田廣喜氏よりお手紙～
「国際協議会」米国サンディエゴより

波多野一夫会長エレクト挨拶

鈴村直前会長 締めの挨拶

ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年２月は １㌦＝120 円になります（１月と同じ）
他クラブ移動案内
瑞 浪＝2／19(金)IDM 夜間移動例会の為、
「鳥安」にて開催
瑞多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝2／23(火)移動例会の為、
「オースタット国際ホテル」にて 12：45～

