
         

５月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

６月 ２日＝クラブフォーラム 波多野会長エレクト担当

    ９日＝創立記念例会 「木曽路」18:00～    会長／親睦委員会担当                 

  １６日＝クラブフォーラム  理事・活動報告、退任挨拶    会長担当

  ２３日＝会長幹事退任挨拶                      会長担当

会長・副会長・幹事・会場監督    

      ※６月度定例理事会 13：35～

      ※クラブアッセンブリー 長多喜  18：00～

３０日＝特別休会

第３回岐阜東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議    

６月１６日(木)「澤千」 17：00～ 鳴海会長、桂川幹事、事務局             

中津川四クラブ会長幹事懇談会          

６月１７日(金) 「アニーホール」18：00～

鳴海会長、桂川幹事、波多野会長エレクト、酒井次期幹事、事務局  

特命担当事業 ～近隣ＲＣとの交流～ 下呂ＲＣ例会訪問   

５月３０日(月)12：30～ 鳴海会長、桂川幹事、鶴田温理事、市岡孝之理事             

２０１６年５月１９日 №2888.89.90―58―38.39.40

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】

今後の例会予定

地区・分区の行事予定

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．国 歌 斉 唱

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

６．５月のお祝い、皆出席表彰

７．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告

８．会長の時間

９．会員卓話 丸山輝城君      ＩＤＭ委員会担当

「 ウソと本当 」

10．閉 会 点 鐘

～ 例会終了、臨時総会開催 ～

会長の時間   

鳴海伸明会長

多治見ロータリークラブ

創立60周年記念式典に参加して

三尾義彦君 ご夫妻・・・・・・・３日

前田雅生君 〃  ・・・・・・・３日

原 政幸君   〃 ・・・・・・・８日

三宅正朗君  〃 ・・・・・・１３日

間 龍一郎君  〃 ・・・・・・１６日

可児 力君   〃 ・・・・・・１６日

中田智洋君   〃 ・・・・・・２０日

小縣一夫君    〃 ・・・・・・２５日

齊藤 隆君     〃 ・・・・・・２７日

長野和夫君・・・・・１１年

後藤大作君・・・・・ ６年

５月のお祝い 結婚記念日

原 眞平写真館 ㉕      

富士山と茶畑 静岡県富士市 ５月上旬

皆出席表彰

中津川ＲＣ委員会予定

臨時総会

１. 2016～17年度 理事変更の件

２. 中津川RC会則・運営規則変更の件



ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 30／68 44.12％
4/14補正出席率 52／68 76.47%
      会員総数 71名（出席免除者３名）

44 月月 2211 日日のの記記録録

出席報告

ニコボックス

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】

★4 月 17 日の地区研修・協議会出席の皆様、お疲れ様でした。い

よいよ59期波多野会長の出番も近づいてきました。本日のクラ

ブフォーラムよろしくお願い致します。尚、本日出張の為、欠席

(鳴海)致しますが、役員の方々、宜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

★本日の例会で地区研修・協議会の報告をさせていただきますので

宜しくお願い致します。         次年度会長・波多野一夫君

★本日のクラブフォーラム、よろしくお願いします。

                       次年度幹事・酒井康孝君

★中々出席できずすみません。ロボカップジュニア、日本大会開催

を目指しております。ご協力の程を。        丸山輝城君

★今日は齊藤隆副会長の卓話を聞いて失礼します。   岡山金平君

★本日の例会はクラブフォーラム、波多野次年度会長、宜しくお願

い致します。                              可児 力君

★4 月 17 日の地区研修・協議会に参加された皆様、お疲れ様でし

た。                       佐藤好哉君

★先日の春の家族例会におきまして、出席はできませんでしたが、

飲み物等のご注文を頂き、ありがとうございました。 大鋸伸行君

     本日の申告27ポイント(累計1145.5ポイント)

４月度定例理事会開催報告

開 催：４月20日(水) 18：00～「木曽路」

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、

後藤大作君、高田信浩君、市岡孝之君、 鶴田温君、

桂川邦俊君。

審議事項

1）４月･５月・６月の例会プログラムについて   ☆承認

2）５月･６月度定例理事会日程について      

臨時総会５月１９日開催について       

次年度第１回臨時理事会日程について

５月１９日(木) 例会終了後(臨時総会)       ☆承認

3）「中津川センターＲＣ・恵那ＲＣ合同例会」決算について               

開催:３月７日(月)パルティール18:00点鐘 (ﾎｽﾄ:中津川CRC) 

参加者：中津川RC45名・恵那RC22名・

CRC38名・ガバナー補佐1名/106名 /親睦委員会担当

                        ☆承認

4）「春の家族例会」決算について

開催:４月７日(木)「なばなの里イルミネーション鑑賞」

参加者：会員22名＋夫人11名＋事務局 ／親睦委員会担当

                        ☆承認

5）親睦委員会補助金について      ／親睦委員会担当            

   ２月度理事会にて予備費より20万円繰入しましたが、

一般会計予備費へ20万円戻入します。     ☆承認

                                       

次年度幹事    次年度会長    
酒井康孝君    波多野一夫君

  
職業奉仕部門
（新会員）
小澤賢一君

広報部門    
安藤正樹君

次年度会長
波多野一夫君

   

≪会長代理≫ 開会点鐘   会長の時間     閉会点鐘
鈴木力会場監督     齊藤隆副会長    伊藤昇副会場監督

４月２１日クラブフォーラム
地区研修・協議会報告（4/16）

情報部門

林 彰君

ﾛｰﾀﾘｰ財団部門

吉村庸輔君



ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 68／68 100.0％
4/21補正出席率 67／68 98.52%
      会員総数 71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)、淺井達雄君、勝野正彦君、原恵雄君、

村上幸博君、丸山充信君、立木亮治君、堀 務君、

小木曽孝司君、堀 正勝君、丹羽継正君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 68／68 100.0％
5/1補正出席率 68／68 100.0%
      会員総数 71名（出席免除者３名）

第８２回中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ成績

４月２４日(日) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部にて

団体戦 優 勝 中津川ライオンズクラブ

準優勝 中津川ロータリークラブ

    ３ 位 中津川センターロータリークラブ

４ 位 中津川青年会議所（全59名参加）
個人戦 優 勝 三尾泰一朗君

  

出席報告

ビジター

ベスグロ 田口清男君

6）「創立記念例会」について 鳴海会長／親睦委員会担当

開催：６月９日（木）「木曽路」にて18：00点鐘

送迎バス用意 中津川商工会議所17：30→中津川駅17：40

                        ☆承認

7）「熊本地震義捐金」について

ガバナー事務所より被災地区へ送金一人1,000円以上の依頼

☆承認

8）「クービズの期間」について   ５～１０月   ☆承認

                                

9）「入会金の変更」について          ☆承認

10）「特別委員会の設置」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      

2）「中津川RC事務局員福利厚生」について

≪報告事項≫

1)地区行事予定      2)クラブ内行事予定

議題：中津川RC会則・運営規則変更に関する件（5月21日）

     ☆５月１７日 書面にて役員・理事１４名全員承認

55 月月 11 日日のの記記録録 春春のの中中山山道道ままつつりり六六斎斎市市参参加加

55 月月 1111 日日のの記記録録 恵恵那那山山ウウェェスストトンン祭祭参参加加

出席報告

ビジター 移動例会の為、カードメーキャップの方

勝野正彦君、村上幸博君、丸山充信君、立木亮治君、

小倉忠雄君、堀 正勝君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

中津川RC参加
三尾泰一朗君、麦島寛也君、小川剛弘君、杉本 潤君、桂川邦俊君、

田口清男君、吉村敏博君、大堀壽延君、三尾義彦君、笹月秀勝君、

坂巻裕史君、原 満夫君、吉川義康君、宇治川寛君、後藤大作君、

長野和夫君、酒井康孝君、小澤賢一君、志津竜良君。

紙上臨時理事会開催報告 ５月２１日



友愛の席  柏もち   松月堂

北海道産小豆を丁寧に炊き上げ、柔らかなお餅

で包みこみました。優しい味わいをお楽しみいた

だけます。

ロータリーレートのお知らせ

２０１6年５月は １㌦＝110 円になります（4月は１１６円）

            他クラブ移動案内

中津川ｾﾝﾀｰ＝5／23(月)の例会は移動例会、

清流中津川 中津川リレーマラソン大会

     「中津川公園」29日(日)9：15～
土   岐＝5／30(月)の例会は早朝例会

     「キャビン セラトピア土岐店」7：30～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝5／31(火)の例会は、

     「オースタット国際ホテル」12：45～

市民の安全 守り続けた
地元の農業協同組合(ＪＡ)に務める傍ら、中

津川市消防団を３４年８ヶ月支えた。裏方の事

務仕事に従事し、組織づくりに尽力した。

記憶に残るのは、入団２年目の１９５９(昭和

３４)年９月に起きた伊勢湾台風。暴風が吹き荒

れる夜中、市内を流れる落合川の堤防の安全を

確認した。命の危機を感じたが、堤防の裏手に

民家があったため「誰かがやらないかん」と自分を奮い立たせた。

「伝統ある消防団で、先輩や後輩の支え、地域の理解があったからや

ってこれた」と感謝する。中津川落合。(中日新聞より)

       

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】

国際交流委員会開催報告

６０周年準備特別委員会開催報告

開 催：5月12日(木) 「勝宗」にて 18：30～

出席者：鳴海伸明君、桂川邦俊幹事、田口義也君、吉川義康君、

丸山輝城君、

粥川正勝君、

若森まり子君、

小倉長門君

開 催：4月25日(月)「チャイニーズ勝宗」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、

市岡孝之君、市川 誠君、鳴海伸明君、桂川邦俊君、

林 彰君、後藤大作君

ご 案 内

５月～１０月まで クールビズ 適用期間です

春の叙勲・春の褒章

◆ 瑞宝単光章 消防功労  塚田 晃君
         (元中津川市消防団副団長)

2016～17年度 会員増強研修セミナー

開催：5月7日(土) 岐阜グランドホテル

出席者：波多野一夫会長ｴﾚｸﾄ、麦島寛也次期副会長、

     酒井康孝次期幹事

多治見西RC創立50周年記念式典

開催：4月21日(木) 多治見市産業文化センター

出席者：鈴村正樹直前会長、吉川義康直前幹事

会員増強の成功事例発表       岡田信春ガバナー      

中津川RC 波多野一夫        

◆ 藍綬褒章  産業振興功績  杉本 潤君
         (中津川商工会議所副会頭)

中津川商工会議所で常議員

を経て、2007 年から副会頭。

現在 3 期目。工業部会や環境

医療部会を担当し地域活性化

に貢献する。「家族や社員、地

域のおかげ。環境を与えても

らい感謝している」と語る。

中津川市中一色町。

(岐阜新聞より)


