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】
２０１６年２月２５日 №2880―58―30

本日の 例会プログラ ム
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．ロータリー財団表彰・米山記念奨学会表彰
６．出席報告、ニコボックス発表、幹事報告
７．会 長 の 時 間
８．会 員 卓 話
服部愛弘君
職業奉仕委員会担当
テーマ「動脈瘤の診断と治療」
９．閉 会 点 鐘

原 眞平写真館 ⑲

今後の例会予定
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
１０日＝７日(月)に移動

／地域活動委員会担当
／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
会員卓話 嶋崎兼之地域活動委員長
〃
林 彰地域活動副委員長
※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～

寒天づくり 恵那市山岡町 ２月中旬

会長の時間

鳴海伸明会長

２月１８日開催いたしました例会では、
伊藤昇パスト会長をはじめパスト会長、素
晴らしい例会運営を有り難うございまし
た。また、パスト会長には多くのニコボッ
クスをご申告いただき感謝申し上げます。
本日の例会は２月２０日開催されました地区協議会の会
員増強セミナーについてお話をさせていただきます。

ロータリー財団表彰者

３１日＝特別休会

中津川ＲＣ委員会行事予定
３月８日(火)＝第５回財政適正検討特別委員会
小会議室 13：30～

３月１０日(木)＝第３回ＣＬＰ委員会 木曽路 18：00～

◆マルチプル・ポール･ハリス･フェロー
（3,000 ㌦） 伊藤 昇君、波多野一夫君、吉村敏博君
中田智洋君
（2,000 ㌦） 塚田 晃君、岡山金平君、嶋崎兼之君、

米山記念奨学会表彰者
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～

第 １１回米山功労者メジャードナー

田口清男君

第 ６回米山功労者マルチプル
第 ５回米山功労者マルチプル

原 満夫君
糸井川均君

第 ３回米山功労者マルチプル
第 １回米山功労者

長野和夫君、麦島寛也君
勝 峰雄君
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2 月 18 日

前回の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2／7 補正出席率

37／69
69／69

パスト会長・ハイジャック例会
53.62％
100.0%

会員総数 72 名（出席免除者３名）

ニコボックス
★市川情報研修委員長、本日の担当例会よろしくお願い致します。
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君
★鳴海会長には申し訳ありませんが、本日の例会はパスト会長会
がジャックしました。年寄りの話、お耳障りでしょうが「我慢
してお聞き下さい。

会長 18 代伊藤 昇 PP
幹事 40 代鈴木嘉進 PP

≪パスト会長会： 伊藤 昇ＰＰ、市川 博ＰＰ、鈴木嘉進ＰＰ、松田周一ＰＰ
原 満夫ＰＰ、大堀壽延ＰＰ、丸山輝城ＰＰ、岡山金平ＰＰ、原 眞平ＰＰ
糸井川均ＰＰ、吉村敏博ＰＰ、鈴木 力ＰＰ、可児 力ＰＰ、鈴村正樹 PP ≫

幹事補佐 原政幸君(出席報告)

塚田 晃君、原 政幸君

★≪是は凄い例会だ≫こんなユニークな例会がスムースにできる
ロータリークラブは、何処にもない。提案された方に心から感
謝を。
伊藤 昇君
★少しの卓話があるようです。
市川 博君
★本年度、米山寄付金にご協力頂き、ありがとうございました。
米山奨学委員長・松田周一君

★2 月 14 日(日)は国際奉仕部門合同研修セミナーに岐阜グランド
ホテルへ行ってまいりました。大変勉強になりました。本日、
メールによるウイルス感染資料がありましたので、配布させて
頂きました。注意してください。
田口義也君
★鳴海会長、岐阜県建設協会副会長の要職就任おめでとうござい
ます。中津川の建設業者にも恩恵をよろしく
丸山輝城君
★本日は夜、ＩＤＭです。18:30～勝宗ですので、宜しくお願い致
します。
ＩＤＭ委員会・吉村和子君、若森まり子君
★3 月 6 日東濃歌舞伎、宜しくお願い致します。
波多野一夫君、酒井康孝君、山本 亮君

★現物ニコボックスです。ローストビーフ２盛！！（RC で現物、
聞いたことがありませんが・・・）
前田遼之君
★お花をありがとうございます。
林 彰君
★２月の結婚記念日にお花を頂き、ありがとうございました。妻
も大変喜んでいました。
志津竜良君
★早退します。１名 本日の申告 111.5 ポイント(累計 960.5 ポイント)

情報紹介
副会長
会場監督
ﾆｺﾎﾞｯｸｽ
49 代大堀壽延 PP 42 代松田周一 PP 55 代鈴木力 PP 56 代可児力 PP
会場監督補佐
57 代鈴村正樹 PP

地区出向の意義
46 代原満夫 PP

国際交流の歴史と意義
50 代丸山輝城 PP
R 財団の歴史
52 代原眞平 PP

米山奨学会の歴史
37 代市川博 PP

～グローバル補助金事業 報告～
「新生児集中治療センターへの支援事業 2013 年」
ﾚｼﾞｽﾄﾛ RC・ﾚｼﾞｽﾄﾛｵｳロ RC・中津川ｾﾝﾀｰ RC・中津川 RC 共同事業
≪U Ｓ＄ 172,500（1 千 720 万円）プロジェクト≫
ロータリー財団からのご連絡です
（2016.2.20）
グローバル補助金 GG1415634 の最終報告書をご提出いただき、誠にありがとうご
ざいました。報告書はすべての要件を満たすものであったため、本補助金はこれを
もって終了となります。健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済する
ことを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにするというロータリー財
団の使命を支えるため、それぞれのスキル、時間、資金を投じてくださった多くの
ロータリアンに心より御礼申し上げます。今後も引き続きのご支援を賜りますよう
お願いいたします。
清水 Lina 春美様からのご連絡です。
グローバル補助金 GG1415634 の完了のメールが届きました。こんな大変大きな援
助を頂き、誠に有難うございました。中津川の皆さん、誠に有難うございました。

前田遼之君より 現物支給のニコボックス
神戸館自慢のローストビーフです！！

第４回財政適正化検討委員会開催報告
開 催：2 月 18 日(木) 13:35～
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。

クラブ会員数別増強討論会開催報告
開 催：2 月 20 日(土) 13：00～
「安保ホール」
出席者: 鳴海伸明会長、鶴田温理事

リニアモーターカー模型寄贈式

２月１７日 中津川市子ども科学館

青少年育成事業「リニアモーターカー工作教室」にて製作模型

中津川 RC
鳴海会長挨拶

模型(目録)贈呈 青山市長

司会 市岡委員長

感謝状贈呈 笹月十六銀行支店長

模型寄贈先 中津川市・中津川商工会議所
リニア中央新幹線まちづくり推進中津川市民の会
中津川工業高等学校・中津川市立坂本小学校
感謝状贈呈 中津川商工会議所・中津川工業高等学校
リニア中央新幹線まちづくり推進中津川市民の会
公益財団法人十六地域振興財団
中日新聞掲載 平成二十八年二月十八日

リニア模型
＆
展示パネル

中津川商工会議所
丸山会頭挨拶

岐阜新聞掲載 平成二十八年二月十八日
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第４回ＩＤＭ開催報告

開催：2 月 18 日（木）勝宗 18：30～
先日の勝宗に於いてのIDM には 37 名と多くの方々に参
加頂き有り難うございました。お昼の例会のパスト会長の
方々のご出席も多く、色々と教えて頂く事があって意義あ
る会になりました。次回はいちふみにて 5 月 19 日に行い
ます。最終ですので多数のご参加をお待ち致しております。
報告者：吉村和子 IDM 委員長

挨拶 吉村IDM 委員長

お誕生日のお祝い

締めの挨拶 岡山金平PP

本年度米山奨学寄付(上半期)
寄付の方（70 名中 63 名）
愛知大介君、安藤正樹君、市岡孝之君、市川 博君、
市川 誠君、糸井川均君、伊藤 昇君、大鋸伸行君、
太田 聡君、大堀壽延君、岡山金平君、小川剛弘君、
勝 峰雄君、勝野安和君、桂川邦俊君、加藤景司君、
加藤幸平君、可児 力君、粥川正勝君、後藤大作君
齊藤 隆君、酒井康孝君、佐藤好哉君、志津竜良君、
嶋崎兼之君、杉本 潤君、鈴木 力君、鈴木嘉進君、
鈴木雅彦君、鈴木康之君、鈴村正樹君、高田信浩君、
田口清男君、田口義也君、武川典靖君、垂見匡高君、
塚田 晃君、鶴田 温君、長野和夫君、鳴海伸明君、
林
彰君、服部愛弘君、原 眞平君、原 政幸君、
原 満夫君、前田僚之君、前田雅生君、波多野一夫君、
丸山輝城君、三尾義彦君、三宅正朗君、麦島寛也君、
村瀬竜也君、森塚孝彦君、山本 亮君、吉川義康君、
吉田信助君、吉村和子君、吉村美保子君、
吉村敏博君、吉村庸輔君、若森まり子君、松田周一。
以上、上半期の報告とさせて頂きます。皆様のご協
力に感謝致します。
米山奨学委員長・松田周一

本年度ロータリー財団寄付(上半期)
寄付の方（70 名中 69 名）
愛知大介君、安藤正樹君、市岡孝之君、市川 博君、市川 誠君、
糸井川均君、伊藤 昇君、宇治川寛君、大鋸伸行君、太田 聡君、
大堀壽延君、岡山金平君、小川剛弘君、小倉長門君、勝 峰雄君、
桂川邦俊君、加藤景司君、加藤幸平君、可児 力君、粥川正勝君、
後藤大作君、齊藤 隆君、酒井康孝君、佐藤好哉君、嶋崎兼之君、
志津竜良君、杉本 潤君、鈴木嘉進君、鈴木雅彦君、鈴木 力君、
鈴木康之君、鈴村正樹君、高田信浩君、田口清男君、田口義也君、
武川典靖君、垂見匡高君、塚田 晃君、鶴田 温君、中田智洋君、
長野和夫君、服部愛弘君、間龍一郎君、原 眞平君、原 政幸君、
原 満夫君、前田遼之君、波多野一夫君、林 彰 君、前田雅生君、
前野求重君、松田周一君、丸山輝城君、三尾泰一郎君、三尾義彦君、
麦島寛也君、三宅正朗君、村瀬竜也君、森塚孝彦君、山本 亮君、
吉川義康君、吉田信助君、吉村和子君、吉村敏博君、吉村美保子君、
吉村庸輔君、若森まり子君、勝野安和、鳴海伸明君。

以上、上半期の報告とさせて頂きます。
皆様のご協力に感謝致します。
財団担当委員長・勝野安和

ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年３月は １㌦＝120 円になります（２月と同じ）

友愛の席

マロンシャルマン ヤマツ食品

当店伝承の栗納豆作りの技を生かし
ブランデーで風味を加え香高く仕上げました
剥き栗と渋皮付栗の違いをお楽しみ下さい

他クラブ移動案内
中津川ｾﾝﾀｰ＝2／29(月)特別休会
中津川ｾﾝﾀｰ・恵那 ＝ ３月７日（月）３ＲＣ合同例会
パルティール 18：00～

