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４月１４日 №2886.87―58―35.36

本日の 例会プログラ ム

ゲスト紹介

１． 開 会 点 鐘
２．国 歌 斉 唱

RI2630 地区 2015～16 年度

米山記念奨学部門 委員長
後 藤 博 美 氏（ごとうひろみ）岐阜サンリバーＲＣ

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
６．4 月のお祝い

1949 年（昭和 24 年）12 月 20 日
(株)美濃商会 代表取締役専務（紙製品販売）
〒501-6302 岐阜県羽島市舟橋町 205-1
≪ロータリー歴≫
1975 年(昭和 50 年) 羽島ロータリーアクトクラブ初代幹事
生年月日：
勤 務 先：

７． 出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
８． 雑誌の紹介（ロータリーの友、月信）
９．会 長 の 時 間
10．卓話 RI 第 2630 地区 2015～16 年度
米山記念奨学部門 委員長 後藤博美氏
「寄付金の使い道と寄付金増額のお願い・米山奨学生の現状」
米山奨学会委員会担当
11．閉 会 点 鐘

今後の例会予定
※４月２０日(水) ４月度定例理事会 木曽路 18：00～
４月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

9：00～

５月 ５日＝法定休日
１２日＝１１日(水)恵那山ウエストン祭に移動
恵那山ウエストン公園 10：00～
１９日＝普通例会
ＩＤＭ委員会
※次年度第１回臨時理事会 13：35～
２６日＝会員卓話
原 満夫パスト会長
財団担当委員会担当
※５月度定例理事会 13：35～ 2F 会議室

8 月 30 日(日)認証伝達式

同年
1977 年度
1993～94 年度
1997～98 年度
2002～03 年度
2007～12 年度

羽島 RAC 3 代目会長 (卒業)
岐阜サンリバーRC
入会
〃
幹事
〃
会長

2011～12 年度

第2630 地区米山記念奨学委員会 委員
岐阜サンリバーRC 幹事
岐阜西濃分区 10RC 会長･幹事会 幹事

2012～13 年度

第 2630 地区米山記念奨学委員会 副委員長

2013～17 年度

(米山功労者・ポールハリスフェロー)
第2630 地区米山記念奨学部門 委員長

会長の時間
鳴海伸明会長
・2027 年リニア開通に向けての
中津川工区現状と今後の予定

地区・分区の行事予定
中津川ＲＣ委員会行事予定
４月１８日(月)＝パスト会長会議 勝宗 18：00～
４月２５日(月)＝６０周年準備特別委員会
チャイニーズ勝宗 18：00～
５月１２日(木)＝国際交流委員会反省会 勝宗 18：30～
５月１９日(木)＝第５回ＩＤＭ いちふみ 18：30～/IDM 委員会

地区研修･協議会 「飛騨・世界生活文化センター」(高山市)
４月１７日(日) 12：00 点鐘
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～
次期会員増強研修セミナー
５月７日(土)「岐阜グランドホテル」11：00～

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】
原 眞平写真館㉓

４月のお祝い 結婚記念日

「山高神代桜」

原 満夫君

ご夫妻・・・・・・１日

市岡孝之君

〃 ・・・・・・１日

吉川義康君

〃 ・・・・・・３日

加藤景司君

〃 ・・・・・・８日

市川 博君

〃 ・・・・・１０日

前野求重君

〃 ・・・・・１１日

長野和夫君

〃 ・・・・・１４日

小川剛弘君

〃 ・・・・・２０日

鳴海伸明君

〃 ・・・・・２７日

吉村敏博君

〃 ・・・・・２８日

山梨県北杜市実相寺 ４月中旬
日本で一番古い桜と言われる。この写真の左奥にわずかに映っています。
この桜だけで観光バスで大勢の観光客が訪れる。

出席報告
メーキャップ

３月度定例理事会開催報告

3 月 24 日

前々回の記録
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/17 補正出席率

35／68
64／68

開 催：3 月 24 日(木) 13:30～「商工会議所２階 会議室」
出席者: 鳴海伸明君、齊藤 隆君、波多野一夫君、酒井康孝君、
鈴村正樹君、鈴木 力君、志津竜良君、長野和夫君、

51.47％
94.12%

後藤大作君、高田信浩君、市岡孝之君、 桂川邦俊君。
審議事項

会員総数 71 名（出席免除者３名）

伊藤 昇君、岡山金平君、丸山輝城君、塚田 晃君、
齊藤 隆君、桂川邦俊君(中津川ｾﾝﾀｰ RC)

1）３月･４月・５月の例会プログラムについて
2）４月･５月度定例理事会日程について

☆承認
☆承認

ニコボックス
3）第５回ＩＤＭ 5 月 19 日(木)いちふみ 18：30～
★鈴木会場監督、いつも厳しく優しく指導をして頂き、ありがとうご 4）2016～17 年会員奉仕担当理事変更について
ざいます。残りもあと３ヶ月となりました。気を抜かず務めさせて
／波多野会長エレクト担当
頂きます。会員卓話、嶋崎さん、林さん、よろしくお願い致します。
太田聡君より長野和夫君へ変わる
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君

☆承認・・・総会に通す

★本日、卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。
地域活動委員長・嶋崎兼之君

★地域活動委員会、嶋崎委員長、林副委員長、本日の卓話よろしくお
願いします。
可児 力君
★嶋崎兼之さん、林彰さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
波多野一夫君

★手賀野へ新事務所を移転しました。まだ外構ができておりません
が、４月になりましたらついでの時、お立ち寄り下さい。鈴村正樹君
★２月１３日生まれの初孫(男)を、先日、初めて抱かせてもらいまし
た。少し照れくさい・・・。
安藤正樹君
★早退します。１名
本日の申告 23.5 ポイント(累計 1078.5 ポイント)
～岐阜ｻﾏｰ・
ｻｲｴﾝｽ･ｽｸｰﾙ～
協賛金贈呈
中津川教育委員会
勝宏児事務局長

5）2016～17 年 クラブ運営組織表（案）一部修正について
☆承認

協議事項
1）
「中津川ＲＣ財政適正化に関する提言書」について
／財政適正化検討特別委員会
≪報告事項≫
・地区研修･協議会
４月１７日(日) 飛騨・世界生活文化センター12：00 点鐘
・多治見西ＲＣ創立５０周年記念式典・祝宴
４月２１日(木) 多治見産業文化センター 式典 11：00～

例会運営好評
鈴木力会場監督

鈴村直前会長、吉川直前幹事出席
・中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
４月２４日(日) ユーグリーン中津川 9：30～
（中津川 RC20 名参加）
・多治見ＲＣ創立６０周年記念式典・祝宴
５月１８日(水) 虎渓山永保寺「碧天閣」

事務所新築移転祝
鈴村正樹君

卓話「社会奉仕事業の
近年の歴史」
嶋崎兼之地域活動委員長

式典 14：45～、祝宴 17：00～
鳴海会長、桂川幹事出席

春の家族例会

イルミネーション鑑賞なばなの里 ＆
ジャズドリーム長島でのショッピング
会員２２名

4月7日

前回の記録

ご家族様１１名参加

春の家族例会
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/24 補正出席率

22／68
58／68

32.35％
85.29%

会員総数 71 名（出席免除者３名）

ビジター
伊藤博之君、淺井達雄君、勝野正彦君、郷原基幸君、原恵雄君、
村上幸博君、丸山充信君、立木亮治君(中津川ｾﾝﾀｰ RC)

「桃仙」にて夕食
後藤大作親睦委員長

・光のトンネル、
・イルミネーション
素敵でした！

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】
次年度クラブアッセンブリー開催報告
開 催：３月２４日(木)「長多喜」18：00～
出席者：波多野一夫君、麦島寛也君、
酒井康孝君、鳴海伸明君、
可児 力君、林 彰君、
後藤大作君、安藤正樹君、
糸井川均君、長野和夫君、
田口義也君、志津竜良君、
吉川義康君、佐藤好哉君、

次年度会長
波多野一夫君

次年度幹事
酒井康孝君

原 満夫君、吉村敏博君、
原 眞平君、高田信浩君、
吉村庸輔君、鈴村正樹君、
市岡孝之君、事務局。

波多野次年度会長
差し入れ

次年度職業奉仕担当Ｇ・特命担当Ｇ合同委員会開催報告
開 催：4 月 5 日(火) 「春本」にて 18：30～
出席者：波多野一夫会長、麦島寛也副会長、酒井康孝幹事、
<職業奉仕委員会> 田口義也君、大鋸伸行君、嶋崎兼之君、
<ＩＤＭ委員会>
原 眞平君、
<地域問題特別委員会> 佐藤好哉君、前野求重君、前田遼之君、

次年度情報研修担当Ｇ
〃 例会運営担当Ｇ合同委員会開催報告
開 催：4 月 6 日(水) 「チャイニーズ勝宗」にて 18：00～
出席者：波多野一夫会長、麦島寛也副会長、酒井康孝幹事、
<会報発行委員会>
安藤正樹君、前田雅生君、
<情報・研修委員会> 原 満夫君、岡山金平君、松田周一君、
<例会運営委員会>

友愛の席

桜きんつば

締めの挨拶
麦島次年度副会長

丸山輝城君、鈴木 力君、
糸井川均君、山本 亮君、塚田 晃君、

松月堂

桜の季節を和菓子で楽しめる。
桜の香りが春の訪れを
感じさせます
他クラブ移動案内

ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年４月は １㌦＝116 円になります（3 月と同じ）

多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝4／26(火)移動例会の為、
「オースタット国際ホテル」にて 12：45～

