・

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３月７日 №2881.82―58―31.32

於：パルティール

本日の例会プログラム 18：00～18：40
１．開 会 点 鐘
１， ２．国歌「君が代」並びに R ソング「奉仕の理想」斉唱
３．ゲスト紹介
４．各クラブ会長の時間
吉村浩平会長、鳴海伸明会長、坂 賢二会長
５．各クラブ会長ｴﾚｸﾄ挨拶
安藤 茂会長ｴﾚｸﾄ、
波多野一夫会長ｴﾚｸﾄ、渡辺敏夫会長ｴﾚｸﾄ、
２， ６．各クラブ委員会報告・出席報告

２．新会員紹介 ・・・・各クラブ幹事
桂川邦俊・保母鎖利・堀井弘之
３．ｱﾄﾗｸｼｮﾝ ～ﾃﾞｷｼ―ﾗﾝﾄﾞｼﾞｬｽﾞ・ﾗｸﾞﾀｲﾑｷｯｽﾞ～
４．乾杯

・・・・中津川 RC 副会長

齊藤 隆

５．歓談
７．閉 会 挨 拶 ・・・・恵那 RC 副会長

８．卓 話
鈴木捷也ガバナー補佐
９．閉 会 点 鐘

会長の時間

ゲスト紹介
２０１５～２０１６年度
岐阜東濃グループガバナー補佐
す ず き

か つ や

鈴木

捷也 君

1943 年 10 月 22 日

㈱エヌ・エス・ピー
職業分類
住宅機材
所属クラブ 中津川センター RC
ロータリー歴

1983 年 1 月
2004～05 年度
2007 年
2010 年

１．開 宴 挨 拶 ・・・・中津川ｾﾝﾀｰ RC 副会長 堀 務

６．ソング＝手に手つないで

３， ７．各クラブニコボックス発表

生年月日
事業所

18：45～20：30

懇親会プログラム

中津川中(現センター)RC 入会
中津川センターRC 会長(30 周年)
ポール・ハリス・フェロー M1
米山功労者 M5

可知宏一郎

鳴海伸明会長

本日は鈴木捷也ガバナー補佐をお招きして、
３RC 合同例
会を中津川センターRC のご設営により開催いただきまし
た。中津川センターRC 吉村会長を初め、会員の皆様にはお
世話をおかけしますが宜しくお願い致します。
本日の３RC 合同例会は鈴木捷也ガバナー補佐の発案で
実現しました。2027 年には恵那、中津川の中間点にリニア
駅ができ、夢の超特急リニアが開通するわけで、３クラブ
も将来のこの地域に夢を抱き語り合える大切なチャンスと
考えます。今後も３クラブでとどまることなく、リニア東
濃駅を中心にロータリークラブの輪を広げていければと考
えます。
本日この例会で他クラブの皆さんとしっかりと交流をい
ただきますようお願いを申し上げ挨拶と致します。

原 眞平写真館 ⑳ 「福寿草」

アトラクション紹介

～ラグタイムキッズ～
ラグタイムキッズは、古き良き時代のアメリカ南部・ニュ
ーオリンズのムードで、はつらつとしたマーチ、ジャンプナ
ンバーから、1920 年代の流行歌、渋いブルースまで・・・
他のバンドが取り
上げないような珍
しい曲も豊富に取
り揃え、より一層、
心温まる場を演出
します。
お楽しみ下さい。
デキシーランドジャズ

長野県辰野町沢底 ３月上旬

前々回の記録
出席報告

福寿草は辰野町の町花

２月２５日スナップ

2 月 25 日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2/18 補正出席率

36／69
69／69

R 財団表彰
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ
波多野一夫君、
岡山金平君、
嶋崎兼之君、

52.17％
100.0%

会員総数 72 名（出席免除者３名）

ニコボックス
★本日表彰された皆様、おめでとうございます。服部先生、本日
の卓話よろしくお願い致します。会員の皆様が、健康ですごせ
るように、ビシビシと厳しいご忠告をお願いします。
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君

★≪卓話について≫遅くなりましたが、明けましておめでとうご
ざいます。本日、動脈瘤についてお話をさせていただきます。
宜しくお願いします。
服部愛弘君
★本日は職業奉仕委員会担当の会員卓話になります。大変お忙し
い中、服部先生、よろしくお願いします。
職業奉仕委員長・高田信浩君

★本日の卓話、服部先生、よろしくお願いします。SAA 代行させ
ていただきます。
原 眞平君
★服部先生、本日の卓話、よろしくお願いします。
吉川義康君
★正・副会場監督が欠席になりますが、会長、幹事よりご指名の
原眞平様、よろしくお願い致します。服部先生、本日の卓話、
拝聴できず残念です。
会場監督・鈴木 力君
★服部先生の卓話聴けず、残念です。
丸山輝城君
★お弁当の注文ありがとうございます。本日、特注品の瀬戸の竹
の子です。初物、ご賞味下さい。
前田遼之君
★早退します。2 名
本日の申告33 ポイント(累計 993.5 ポイント)

米山記念奨学会表彰
米山功労者マルチプル
麦島寛也君、長野和夫君、原 満夫君、糸井川均君
会長の時間
鳴海伸明会長

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金報告
原満夫君

卓話「動脈瘤の診断と治療」
卓話者紹介
服部愛弘君
高田信浩職業奉仕委員長

東濃歌舞伎鑑賞例会
3 月 6 日(日)12：30～
沢山のおひねりを
友愛の席で作りました

２月度定例理事会開催報告
開 催：2 月 25 日(木) 13:30～「商工会議所２階 会議室」

5) 親睦委員会補助金の補正について

出席者: 鳴海伸明君、齊藤 隆君、波多野一夫君、酒井康孝君、
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、 桂川邦俊君
議題
1）３月･４月の例会プログラムについて

☆承認

2）３月･４月度定例理事会日程について

☆承認

3）青少年育成事業「ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰ工作教室」の開催
事業報告と決算について

／親睦委員会担当
☆承認

6）
「ﾛｰﾀﾘｰデー春の家族例会」について
／親睦委員会担当
開催 ４月７日(木)
会場 なばなの里・ジャズドリーム長島
12：30
中津川商工会議所出発 (大型バス)
14：30～16：20 (コース選択)
①なばなの里での鑑賞 ②アウトレット訪問
16：30～18：30 夕食会 中華料理 桃仙
18：30～19：15 なばなの里イルミネーション鑑賞
21：30
中津川着

／社会奉仕委員会

☆承認

① 工作教室
開催日 2015 年 10 月 31 日（土）11：30～14：30
場 所 ・中津川商工会議所 3F 会議室（例会）

7）2016～2017 年 役員理事指名委員の構成について
☆承認

・岐阜県立中津川工業高等学校（文化祭にて）
参加者
メンバー35 名、他約 85 名 ／計 約 120 名

8）2016～2017 年 クラブ運営組織表（案）について
☆承認

② リニアモーターカー模型寄贈式
開催日 2016 年 2 月 17 日（水）13:00～13:30
場 所 ・中津川市子ども科学館

≪報告事項≫

模型寄贈先 中津川市、中津川商工会議所、
中津川工業高等学校、中津川市立坂本小学校
ﾘﾆｱ中央新幹線まちづくり推進中津川市民の会
参加者 メンバー6 名、他約 19 名 ／計 約 25 名

☆承認
4）
「新年家族例会」決算について

1）
「台湾地震災害見舞金」について
※ 三重扶輪社へ見舞金 10 万円直接送金する
☆臨時理事会（紙面）にて承認済み
※RI2630 地区からの協力依頼
ガバナー事務所へ 3 万円送金する
2）① 地区行事予定
・多治見西 RC 創立 50 周年記念式典・祝宴

開催:1 月 21 日(木)「長多喜」にて 18:00 点鐘／親睦委員会
出席者 会員 53 名・夫人 18 名・・事務局／計72 名
☆承認

4 月 21 日(木) 多治見産業文化センター５階大ホール
式典 11：00～、祝宴 12：00～
齊藤副会長、鈴村直前会長出席
② クラブ内行事予定

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】

3月6日

前回の記録

東濃歌舞伎鑑賞例会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2/25 補正出席率

69／69
51／69

100.0％
73.91%

会員総数 70 名（出席免除者３名）

嶋崎地域活動委員長挨拶 鳴海会長挨拶

商工会議所より歌舞伎保存会へ
ご祝儀

ビジター
移動例会の為、カードメーキャップの方
堀 務君、小木曽孝司君、原 恵雄君、村上幸博君
丸山充信君、立木亮治君、淺井達雄君、小倉忠雄君(中津川ｾﾝﾀｰ RC）

長多喜
歌舞伎弁当
中津川 RC より
歌舞伎保存会へご祝儀
酒井康孝君
左２番目・酒井康孝君、

左端・酒井康孝君、

右端・山本 亮君

右端・山本 亮君

左４番目・波多野一夫君

ロータリーデー春の家族例会のご案内

ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年３月は １㌦＝１１６ 円になります （２月は 120 円）

～なばなの里 イルミネーション鑑賞～
親睦委員長

今後の例会予定

後藤大作

４月７日（木）中津川商工会議所 12：30 出発

３月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～

・
「なばなの里鑑賞」or「ｱｳﾄﾚｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ」
・中華料理 桃仙 にて夕食会
・なばなの里イルミネーション鑑賞
～皆様のご参加お待ちしております～

３１日＝特別休会
４月 ７日＝ロータリーデー春の家族例会 ／親睦委員会担当

地区・分区の行事予定

「なばなの里イルミネーション鑑賞」
中津川商工会議所 12：30 出発
１４日＝普通例会 卓話

／米山奨学委員会担当

第 2630 地区米山記念奨学部門委員長 後藤博美氏

２１日＝クラブフォーラム

波多野会長ｴﾚｸﾄ担当

地区研修・協議会報告
※４月度定例理事会 13：35～ 2Ｆ会議室
２８日＝５/１（日）中山道まつりに移動

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～
３月２６日(土)＝国際交流委員会 勝宗 18：00～

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 開会～翌 16：00 閉会 波多野会長エレクト参加
地区研修･協議会
４月１７日(日) 高山市（次年度役員・理事・委員長）
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～
他クラブ移動案内
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
3／15(火)３市 5RC 合同例会
多治見西・多治見 「とうしん学びの丘 エール」17：00～
土岐 ・ 瑞浪
恵

那＝3／22(火)

特別休会

