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本日の 例会プログラ ム
１．開 会 点 鐘
２．ソ ン グ ＝ ｢我らの生業｣
３．ゲスト、ビジターの紹介
４．食 事 と 交 歓
５．３月のお祝い
６．出席報告、ニコボックス発表、委員会、幹事報告
７．雑誌の紹介（ロータリーの友）
８．会 長 の 時 間
９．会 員 卓 話 山本 亮君
／特命担当Ｇ担当
「セクハラ・パワハラ法律問題」
10．閉 会 点 鐘

会長の時間

鳴海伸明会長

・ロータリークラブの危機管理について
・ＣＬＰ戦略委員会の報告

2010.7.1 入会式

2012.10.6 ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ受付

瞑目 吉村美保子君

謹んで哀悼の意を表します
生年月日 1950 年(昭和 25 年)8 月 16 日(享年 67 歳)
職業分類 メッキ
（株）恵那金属製作所
行年月日 2016 年(平成 28 年)3 月 12 日
ロータリー歴
2010 年（平成 22 年）7 月 入会
2013 年～14 年
ＩＤＭ委員長
米山功労者

2013.8.1 第１回ＩＤＭ

2012.10.11 職場訪問例会
（株）恵那金属製作所
2013.11.29 三重扶輪社訪問
2014.2.6 担当例会
ＩＤＭ委員会「台湾国歌の習得」
～吉村美保子委員長の
ピアニカの演奏に合わせて♪♪
若森まり子委員、吉村和子委員と
一緒に全員で大合唱～

2015.12.10 年次総会・忘年会
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３月度のお祝い 結婚記念日

原 眞平写真館 ㉑ 「落日」

岡山金平君 ご夫妻 ・・・・・２日
黒柳昌可君
〃 ・・・・・３日
鈴木雅彦君
宇治川寛君

〃 ・・・・・４日
〃 ・・・・・４日

小澤賢一君
波多野一夫君

〃 ・・・・・８日
〃 ・・・・１２日

垂見匡高君
小倉長門君

〃 ・・・・１５日
〃 ・・・・２５日

3 月７日

前回の記録

中津川 RC・中津川センターRC・恵那 RC 合同例会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3／6 補正出席率

44／69
69／69

63.76％
100.0%

会員総数 72 名（出席免除者３名）
ゲスト
岐阜東濃グループ鈴木捷也ガバナー補佐（中津川ｾﾝﾀｰ RC）
移動例会の為、カードメーキャップの方、
ビジター
荒井幹広君、村上幸博君、原恵雄君(中津川ｾﾝﾀｰ RC)
市川康夫君（恵那 RC）

福井県坂井市三国漁港 ３月中旬 PM8 時頃

メーキャップ
伊藤昇君、桂川邦俊君(中津川センターRC)

ニコボックス

中津川ｾﾝﾀｰ RC
吉村浩平会長

★合同例会のご出席、ご苦労様です。
岐阜東濃グループガバナー補佐・鈴木捷也君

卓話
鈴木捷也ガバナー補佐

中津川RC
鳴海伸明会長

恵那 RC
坂 賢二会長

(累計 998.5 ポイント)

中津川ｾﾝﾀｰ RC 次年度
高見幸久幹事
安藤茂会長
中津川 RC 新会員
恵那 RC 新会員
坂巻裕史君、小縣一夫君、小澤賢一君、笹月秀勝君、 堀正樹君
開演挨拶
中津川ｾﾝﾀｰ RC 堀 務副会長

中津川 RC 次年度
波多野一夫会長
酒井康孝幹事

恵那 RC 次年度
脇田誠幹事
渡辺敏夫会長

ラグタイムキッズ
乾杯発声 中津川 RC 齊藤隆副会長

締めの挨拶
恵那 RC 可知宏一郎副会長
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会長ｴﾚｸﾄ研修セミナー開催報告

第５回財政適正化検討委員会開催報告
開 催：3 月 8 日(火)商工会議所 3 階小会議室 13:30～
出席者: 鳴海伸明君、市岡孝之君、吉川義康君、
長野和夫君、酒井康孝君。

開 催：3 月 12 日(土)16：00～13 日(日)16：00 まで
ひだホテルプラザ 16：00～
出席者: 波多野一夫会長エレクト

ＣＬＰ戦略委員会開催報告
開 催：3 月 10 日(木) 木曽路 18：00～
出席者: 鳴海伸明君、齊藤 隆君、桂川邦俊君、鈴木 力君、
波多野一夫君、林 彰君、酒井康孝君、吉川義康君、
長野和夫君。
剱田廣喜ガバナーエレクト
「地区活動テーマ」
～最も出席するもの
最も報いられる～

東日本豪雨災害義捐金送金のご報告
2016．3
ガバナー 岡田信春氏より
拝啓 早春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び
申し上げます。
さて、平成 27 年 9 月 10 日台風 18 号東日本豪雨水害
に対する義捐金のご協力を賜り、感謝申し上げます。皆
様より御送金いただきました義捐金の総額は 600 万円と
なりました。被害規模に応じて第 2820 地区(茨城)・第
2520 地区（岩手・宮城）・第 2550 地区(栃木)夫々送金
させて頂きました。ご報告させて頂きます。

中津川 RC ゴルフ同好会親睦ゴルフコンペ
3 月 13 日(日) ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ゴルフ倶楽部にて
優 勝：田口義也君
準優勝：大堀壽延君
3 位：麦島寛也君

GROSS HDCP NET
107
33.6
73.4
102
27.6
74.4
83

7.2

75.8

参加者：
笹月秀勝君、杉本 潤君、吉村敏博君、酒井康孝君、丸山輝城君、
前田雅生君、小川剛弘君、原 満夫君、宇治川寛君、田口清男君

友愛の席

おはぎ 松月堂

ひとつひとつ丁寧に仕上げた「小豆餡」と
「白餡」の味わいのおはぎでございます。

Ｈ27.10.26 送金
Ｈ27.10.27 送金

第 2820 地区（茨城）
240 万円
第 2520 地区（岩手・宮城）180 万円
第 2550 地区（栃木）
180 万円

以上
各地区よりお礼状が届いております (省略)

RI2630 地区 2016 年地区研修・協議会開催
日時：４月１７日(日) １２：００～ １７：１０
会場：飛騨・世界生活文化センター
中津川市役所 8：30 出発
参加要請者
戦略計画部門・・・・・・会長エレクト、次期幹事、
会長ノミニー、次期会計、
情報部門・・・・・・・・次期情報委員長、
次期ＣＬＰ委員長、
広報部門・・・・・・・・次期広報委員長、
会員増強部門・・・・・・次期会員増強委員長
職業奉仕部門・・・・・・次期職業奉仕委員長、
平成 25 年 1 月以降入会者
奉仕プロジェクト部門・・次期社会奉仕委員長、
次期環境保全委員長、
次期国際奉仕委員長
ロータリー財団部門・・・次期ロータリー財団委員長、
米山記念奨学部門・・・・次期米山記念奨学委員長、
～皆様のご参加よろしくお願いします～
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創刊「ロータリーの友」

伊藤 昇

日本のロータリークラブは 1920 年（大正 9 年）に創立をされたが、第二次世界
大戦の波に洗われて、1949 年(昭和 24 年)3 月に再び復帰加盟をしました。そして
この年に愛知県より東を60地区
（51RC 2,120人）
愛知県より西を61地区
（40RC
1,938 名）に分割する。そして東海 4 県の内容をみると
愛知 RC 人数
名古屋
95
豊橋
38
岡崎
30
一宮
28
半田
22
計5
213

静岡RC 人数
静岡
42
浜松
40
沼津
40
清水
32

三重RC 人数 岐阜RC 人数
津
34 岐阜
38
松坂
33 大垣
32
四日市 31
宇治山田 30

計4

計4
128
合計 15RC

154

計2

70
565 人

ロータリーの友という名称を考へ命名した人は、岐阜 RC 幹事でロータ
リーの友編集副委員長の遠藤健三氏(名刺広告)です。
このロータリーの友発
行には、印刷費 50 円、その他の経費が必要で財源不足を広告収入に頼るほ
かなくして 100 円で販売をしました。
広告料は 表紙裏（全紙）
・・・16000 円
１／２載・・・8000 円
１／４載名刺・・・4000 円とする
再加盟したとき 91RC だったのが、５年後、中津川 RC の創立をしたと
きは、266 番目、如何に驚異的な躍進だったことでしょうか。
尚、我が RC 創立時のガバナーは名古屋 RC 幹事であった盛田秀平氏(名
刺広告)でした。

今後の例会予定
３月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～
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
「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
２８日＝５/１（日）中山道まつりに移動
※４月度定例理事会日程未定

地区・分区の行事予定
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＝3／22(火)の例会は、移動例会
「オースタット国際ホテル」12：45～
3／29(火)の例会は、特別休会
土
岐＝3／28(月)の例会は、IDM
「たわらや」にて 18：30～
瑞
浪＝4／1(金)の例会は、花見例会
「杉浦千畝記念館」
中津川ｾﾝﾀｰ＝4／4(月)の例会は、夜桜見物例会
「アニーホール」18：30～

