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本日の 例会プログラ ム
１． 開 会 点 鐘
２． 国 歌 斉 唱

原 眞平写真館 ⑱

３．ソ ン グ ＝ ｢奉仕の理想｣
４．ゲスト、ビジターの紹介
５．食 事 と 交 歓
６．２月のお祝い
７．幹 事 報 告
８．会 長 の 時 間
９．出席報告、ニコボックス発表、
10．雑誌の紹介（ロータリーの友）
11．卓 話
情報研修委員会担当
12．閉 会 点 鐘

今後の例会予定
２月２５日＝普通例会
／職業奉仕委員会担当
会員卓話 服部愛弘君「動脈瘤の診断と治療」
※２月度定例理事会 13：35～ 2Ｆ会議室
３月 ３日＝６日(日)に移動 東濃歌舞伎鑑賞例会
「東美濃ふれあいセンター」にて 12：30 点鐘
／地域活動委員会担当
１０日＝７日(月)に移動

／親睦委員会担当

中津川 RC･中津川ｾﾝﾀｰ RC 恵那 RC･合同例会
鈴木捷也ガバナー補佐訪問例会
「パルティール」18:00～ ﾎｽﾄ＝中津川ｾﾝﾀｰ RC
１７日＝普通例会 会員卓話

山本亮君 ／ 特命担当

２４日＝普通例会

／地域活動委員会担当

※３月度定例理事会 13：35～ 2Ｆ会議室
※次年度クラブアッセンブリー 長多喜 18：00～

氷点下 15.0 度 長野県木曽町開田 2014 年 1 月 5 日
身を切るような冷え込みにより霧氷が見られます。

会長の時間

鳴海伸明会長

本日の例会は、市川博情報研修委員長にご担当頂き開催
をいただきます。５８期、数多くの例会を開催いたします
が、本日は楽しくロータリークラブの歴史を知る素晴らし
い例会を開催して頂けるとの事です。市川委員長を初め関
係者の皆さんどうぞ宜しくお願い致します。
昨日社会奉仕委員会の事業「リニアモーターカー工作教
室」の締めくくりといたしまして、
「リニア模型の寄贈式」
を中津川市子ども科学館で、中津川青山節児市長、中津川
商工会議所丸山会頭をはじめご来賓の皆様をお招きしまし
て開催いたしました。ここまで事業を円滑に進めていただ
きました市岡委員長を初め委員会の皆さん、そして会員の
皆さんに感謝申し上げる次第であります。お陰様で事業目
的を達成することが出来ました。有り難うございました。

３１日＝特別休会

２月のお祝い 結婚記念日
地区・分区の行事予定
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
中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
４月２４日(日)「ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ゴルフ倶楽部」9：30～

杉本 潤君 ご夫妻 ・・・・・・・・１０日
前田僚之君
〃
・・・・・・・・１４日
志津竜良君
〃
三尾泰一郎君 〃

・・・・・・・・１４日
・・・・・・・・１４日

林
彰君
丸山輝城君

・・・・・・・・１６日
・・・・・・・・２０日

〃
〃
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1 月 28 日

前々回の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/21 補正出席率

46／69
53／69

66.66％
76.81%

会員総数 72 名（出席免除者３名）

ゲスト

恵那神社前宮司 梅村高司氏

ニコボックス
★梅村高司さん、ようこそ！本日の卓話楽しみにしております。
服部先生、健康診断ありがとうございます。会員の方々の健康
管理をよろしくお願い致します。長野さん、オレオレ詐欺を阻
止されての感謝状をいただかれたそうです。ご苦労様でした。
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、社会奉仕委員会が担当致します。梅村様、卓話よ
ろしくお願い致します。リニアモーターカー模型完成しました。
２月１７日に中津川市、他４か所に寄贈致します。
社会奉仕委員長・市岡孝之君

★梅村神官様、久しぶりです。久々の卓話、拝聴致します。

皆出席表彰
鳴海伸明会長 14 年

卓話者紹介
市岡社会奉仕委員長

ご子息 結婚の祝い
松田周一君

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」

伊藤 昇君

★次男の結婚に際し、お祝いを頂きありがとうございました。梅
村宮司様の卓話、楽しみです。
松田周一君
★梅村さん、本日の卓話、よろしくお願い致します。
原 眞平君
★本日、梅村宮司さんの卓話、よろしくお願い致します。
市川 博君、糸井川 均君

★恵那神社前宮司 梅村高司さん、ようこそ中津川 RC へ。本日
の卓話、よろしくお願いします。
可児 力君
★梅村宮司様、本日の卓話楽しみにしております。中津川警察署
長より夫婦で感謝状をいただいてしまいました。
例会運営委員長・長野和夫君

★梅村宮司様、本日の卓話、よろしくお願い致します。昨日は一
日ありがとうございました。
波多野一夫君
★恵那神社前宮司梅村様、パラオでの活動について、卓話楽しみ
にしています。よろしくお願いします。
田口義也君
★梅村先生、本日の卓話よろしくお願い致します。明日から事務
局を改修致します。事務局は会議室に移動します。不便をおか
けしますが、よろしくお願いします。
特命担当理事・鶴田 温君
★ロボカップジュニア岐阜県大会が来る３１日、にぎわいプラザ
で開催されます。来年は是非日本大会を・・・・と考えており
ます。
丸山輝城君
★長多喜ご利用いただきありがとうございました。また、叔母雅
子の誕生日をお祝いいただき、感謝申し上げます。鈴木嘉進様
はじめ、パスト会長会様、誠に有難うございました。
長多喜・吉田信介君、雅子様

岐阜新聞掲載
一月二十九日

★結婚記念日にお花をありがとうございました。本日の梅村さん
の卓話、楽しみにしています。
吉村和子君
★皆出席２年バッジをいただきました。
安藤正樹君
★早退します。４名
本日の申告 49 ポイント(累計 849 ポイント)

第３回財政適正化検討委員会開催報告
開 催：1 月 27 日(水) 13:00～商工会議所 3 階小会議室
出席者: 鳴海伸明君、市岡孝之君、吉川義康君、
桂川邦俊君、酒井康孝君。

１月度定例理事会開催報告
開 催：1 月 28 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、
麦島寛也君、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）2 月・3 月の例会プログラムについて
☆承認
2）2 月･3 月度定例理事会日程について
2 月25 日(木)例会終了後
２階会議室
3 月 24 日(木)例会終了後
〃
☆承認
3）
「事業基金会計取り崩し」について
(事務所の改修工事費、事務所備品等の購入費)
／幹事
※事務所改修工事日程
1 月 30 日(土)～2 月 3 日(水)
※１/29～2/4 まで ３Ｆ小会議室を仮事務所とする
☆承認
4）
「中津川ロータリークラブ写真データー記録作業」について
(株)トライに依頼
／特命担当Ｇ
☆承認
5）
「３RC 合同例会」予算について
／親睦委員会担当
開催:３月７日(月)「パルティール」にて 18：00 点鐘
ホスト：中津川センターＲＣ
※送迎バスあり（中津川駅 17：15→商工会議所 17：35）
岐阜東濃グループ鈴木捷也ガバナー補佐訪問
例会
18：00～18：30
懇親会 18：35～20：30
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ：ﾃﾞｷｼｰﾊﾞﾝﾄﾞ

☆承認

6）
「岐阜ｻﾏｰ・ｻｲｴﾝｽ・ｽｸｰﾙに対する支援」について
中津川市教育委員会より支援と共催団体の依頼
中津川 RC・中津川ｾﾝﾀｰ RC・中津川 LC と同額にする
☆承認
7）会計監査役人変更について
諸規定集― 〔財務管理規定〕5
笹月秀勝君を選任 (愛知大介君転勤の為)

／幹事

☆承認
≪報告事項≫
① クラブ会計半期報告について
② 職務代理者変更について・・・・紙上にて承認
笹月秀勝君
(株)十六銀行
１月２１日付
小縣賢一君
東濃信用金庫
〃
③ 新入会員について・・・・・・紙上にて承認
小縣一夫君
（有）木曽路
１月２１日付
坂巻裕史君
エムズ保険(株)
〃
④ リニアモーターカー模型寄贈について
2 月 17 日(水)13：00～ こども科学館にて
寄贈先 （中津川市・こども科学館・坂本小学校・
中津川商工会議所・中津川工業高等学校）
出席者予定
中津川市 ※中津川市青山市長 ※山本リニア対策部長
※三宅リニア対策課長 ※他 2 名
中津川工業高校 ※鈴木 宏校長 ※電気科 山田 豪主任
※電気科 ３年生 3 名（生徒）
坂本小学校 ※林 茂富校長
他
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前回の記録

2月7日

職業奉仕･社会奉仕･国際奉仕部門合同研修セミナー開催報告

六斎市

出席報告
ビジター

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/28 補正出席率

69／69
60／69

開 催：2 月 14 日(木) 岐阜グランドホテル 11：00～
出席者: 波多野次年度会長、酒井次年度幹事、
田口次年度理事、吉川次年度理事、志津次年度理事、

100.0％
86.95%

会員総数 72 名（出席免除者３名）

移動例会の為カードメーキャップの方、
市川康夫君（恵那 RC）
、
丸山充信君(中津川ｾﾝﾀｰ RC)
立木亮治君、郷原基幸君、
堀 正勝君、小木曽孝司君、
伊藤博行君、原 恵雄君、

東濃歌舞伎鑑賞例会のご案内
東美濃ふれあいｾﾝﾀｰ 3 月 6 日(日)
例会 12：30～
（例会後、歌舞伎鑑賞）
中津川 RC 会員・歌舞伎出演者
・菅原傳授手習鑑 14：15～ 酒井康孝君、山本亮君
・岐阜自慢五人男 15：20～ 酒井康孝君、山本亮君
・弓張月源家鏑箭 16：10～ 波多野一夫君
～長多喜・歌舞伎弁当を用意してます。お楽しみに！～

ガバナー
岡田信春氏

基調講演
職業奉仕部門ｶｳﾝｾﾗｰ
服部芳樹氏

第 82 回中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ開催のご案内
ﾎｽﾄ・中津川ｾﾝﾀｰ RC
日 時 ４月２４日（日）AM9：30 OUT・IN 同時スタート
場 所
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
競技方法 ダブルペリア方式（同ネットは年齢上位）
登録料
￥５,０００
賞 品
団体優勝・準優勝・個人賞他
表彰式
競技終了後、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽにて懇親会を兼ね行います
登録最終締切 ３月２２日（火）多数のご参加お願いします！

中津川 RC ゴルフ同好会親睦ゴルフコンペ案内
ゴルフ同好会会長：吉村敏博、幹事：麦島寛也
日 時：３月１３日(日) 9：22 OUT スタート
場 所：ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
コンペ参加費：1,000 円（賞品代）
表彰式・懇親会：ﾊﾟｰﾃｨｰﾙｰﾑ・ｺﾝﾍﾟﾊﾟｯｸ利用
登録最終締切 2 月 20 日(土)
～皆様のご参加お待ちしております！～

中津川 RC 事務局をリニューアル！

中津川RC ホームページをリニューアル！！
中津川 RC の活動・会報・お知らせ等

事務局改装工事と、資料整理（1/29～2/4）
皆様のご協力ありがとうございました。

掲載いたしました。以下よりご覧ください

http://nakatsugawa-rc.jp

鈴木 力君
鶴田 温君
前田雅生君
小川剛弘君
市川 誠君
三宅正朗君
麦島寛也君
酒井康孝君
桂川邦俊君

友愛の席

明るい部屋になりました

ショコラ日和

他クラブ移動案内

松月堂

栗あんに和三盆糖で化粧を施し、一昼夜
丁寧に乾燥した「霜日和」をチョコレートで
コーティングいたしました。

土

岐＝2／22(月)職場訪問例会の為、
「土岐学園 中部国際自動車大学校」にて 13：00～
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～

