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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．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
６． 雑誌の紹介（ロータリーの友）
７．会 長 の 時 間
８．会員卓話 原 満夫君
Ｒ財団担当委員会担当
「グローバル補助金について」
９．閉 会 点 鐘

原 眞平写真館 ㉖

５８期の例会予定
６月 ２日＝クラブフォーラム

波多野会長エレクト担当

白糸の滝 静岡県富士宮市

９日＝創立記念例会 「木曽路」18:00～会長／親睦担当
１６日＝クラブフォーラム
会長担当
理事・活動報告、退任挨拶
※次年度第 2 回臨時理事会 13：35～
２３日＝会長幹事退任挨拶
会長・副会長・幹事・会場監督

会長担当

※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

中津川ＲＣ委員会予定
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、鶴田理事、市岡理事

地区・分区の行事予定
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～
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～

友愛の席

恵那饅頭

二葉軒

味わい深い素朴な餡の甘味の酒蒸し饅頭

会長の時間
鳴海伸明会長
本年度４月に発生しました熊本地震では４９人が亡
くなり、今も 1 人の行方が分かっていません。避難して
いる人は４万８千人余りに上っています。亡くなられま
した方々に心よりお悔やみを申し上げます。また、被災
を受けられました方々にはお見舞いを申し上げます。
私共中津川ロータリークラブとしましては、2630 地
区に対し、皆様の会費より送金させていただきました。
また、例会時に回しました義援箱のお金は、中津川市の
窓口に届けさせていただきます。また、本日は三重ロー
タリークラブより送金いただいた義援金２０万円は、中
津川市長に直接お渡しをさせていただきました。皆様の
ご協力に感謝を申し上げます。
今回の熊本地震は東日本大震災以来の大きな地震で、
１４日以降震度７を２回観測、大型の地震が連続で発生
したことにより被害が拡大した。全国で震度７の地震を
想定した被害状況分析はしているが、連続で発生した分
析はしていない。今後の地震対策あるいは被害想定を見
直す必要がある。
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前回の記録
出席報告
メーキャップ

5 月 19 日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
5/11 補正出席率

49／68
68／68

臨時総会開催報告
72.06％
100.0%

会員総数 71 名（出席免除者３名）

伊藤昇君、岡山金平君、市岡孝之君（中津川ｾﾝﾀｰ RC）

ニコボックス
★皆様お久しぶりです。本日は 5 月度最初の例会です。丸山パスト
会長の卓話から、臨時総会と盛り沢山の内容ですので、よろしく
お願い致します。塚田晃さん、瑞宝単光賞受賞おめでとうござい
ます。
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君
★久しぶりに卓話をさせて頂く光栄に感謝致します。塚田さん、叙
勲、杉本さん、褒章おめでとうございます。
丸山輝城君
★本日の卓話はIDM 担当です。
丸山パスト会長にお願いしました。
宜しくお願い致します。 ＩＤＭ委員会・塚田晃君、吉村和子君、若森まり子君
★春の叙勲でこの 16 日、消防功労による褒章を拝受致しました。
伝統ある中津川市消防団でお世話になり、団に関わる皆さんは固
より、皆様のお陰と感謝いたしております。市川博さん、消防署
に格別の御配意をいただきました。本日はクラブよりのお祝い恐
縮です。今後ともよろしくお願いします。感謝！
塚田 晃君
★塚田晃さん、瑞宝単光章おめでとうございます。大堀壽延さん、
市議会議長就任おめでとうございます。
市川 博君、糸井川均君、原 満夫君

★丸山パスト会長の卓話、拝聴出来ず残念です。早退します。
原 満夫君

★丸山パスト会長さん、本日の卓話宜しくお願いします。原 眞平君
★結婚記念日にお花をいただきありがとうございました。丸山パス
ト会長、卓話楽しみにしております。
吉村敏博君、加藤景司君
★丸山パスト会長の卓話楽しみです。本日の総会、宜しくお願いし
ます。
鈴木 力君
★塚田晃さん・瑞宝単光章、杉本潤さん・藍綬褒章おめでとうござ
います。丸山パスト会長、本日の卓話宜しくお願いします。
結婚記念日にきれいな花をありがとうございました。 可児 力君
★丸山輝城パスト会長、本日の卓話楽しみです。
波多野一夫君
★丸山パスト会長の卓話、楽しみにしております。塚田さん・叙勲、
杉本さん・褒章おめでとうございます。
岡山金平君、勝野安和君、佐藤好哉君、市岡孝之君

５月１９日（木）例会終了後 ３階大会議室
第１号議案
2016 年～2017 年度 理事の変更に関する件

理事：太田 聡君より長野和夫君へ変更
☆拍手をもって承認
第２号議案
中津川ＲＣ会則・運営規則変更に関する件
会則 4 条、運営規則第 4 条、5 条、6 条、8 条の改定
☆拍手をもって承認
第５条 ［会費等］
会員の会費等は年額 24 万円とする。
（R 財団・米山奨学会への寄付金を含む）
について、以下案内を会費徴収時に郵送致します。
中津川 RC 運営規則第５条［会費等］の税務処理について
平成 28 年 月
日
税理士 鈴村正樹・税理士 長野和夫
1.法人の場合
引落しは 24 万円ですが、その内訳は
年会費 ＋ R 財団寄付金 ＋ 米山寄付金になります。
（23 万－＄100） （＄100） （1 万）
年会費…法人の「交際費」で処理して下さい。
財団・米山寄付金…「個人」宛に領収書・寄付証明書
が来ますので負担すべき寄付になります。よってこの 2
件分は「仮払金」としておき、後ほど個人から会社へ
入金して頂くか、会社負担なら個人への「賞与」にな
りますので源泉徴収の必要があります。なおこの寄付
金証明書は「個人」の確定申告で控除できます。
2.個人の場合
24 万円全額が「事業主貸」になります。
個人の確定申告で寄付分は控除して下さい。
処理がご不明の場合は、この文章を顧問税理士さんへお見
せになるか、鈴村・長野までお尋ね下さい。

５月１９日

★皆出席表彰 11 年をいただき、ありがとうございました。丸山会
頭の卓話楽しみにしております。
長野和夫君
★丸山パスト会長、本日の卓話宜しくお願いします。
吉川義康君、田口義也君

★丸山パスト会長、卓話拝聴します。お弁当の注文ありがとうござ
瑞宝単光章のお祝い
います。
前田僚之君
塚田 晃君
★市川製茶、一番茶始まりました。今日の食事の茶、新茶を入れま
した。
市川 博君
皆出席表彰
★皆出席表彰ありがとうございます。
後藤大作君
臨時総会
後藤大作君６年 長野和夫君 11 年
★両親の結婚祝いを頂きまして、誠にありがとうございます。丸山
会頭の卓話、楽しみにしております。
三尾泰一郎君
★結婚記念日のお祝いのお花をいただき、ありがとうございまし
た。
三宅正朗君、前田雅生君、間龍一郎君
★中津川四クラブゴルフコンペにてベスグロ賞をいただきました。
本当に嬉しかったです。
田口清男君
本日の申告 77 ポイント(累計 1222.5 ポイント)

卓話「ウソと本当」
丸山輝城君

５９期第 1 回臨時理事会開催報告
開 催：5 月 19 日(木)13：50～「商工会議所２階会議室」
出席者: 波多野一夫君、麦島寛也君、可児 力君、林 彰君、
鳴海伸明君、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、酒井康孝君。
◎会長挨拶
中津川 RC 2016～17 年 クラブテーマ
「誰かのために今できること」
◎岐阜東濃 G ガバナー補佐方針紹介
齋木 寛治（さいき かんじ）
生年月日
職 業

昭和１９年（１９４４年）１０月３日
学校法人 土岐学園
理事長

職業分類
所属クラブ

専門学校
土岐ロータリークラブ

・・・社会奉仕委員会担当
８月２０日（土）苗木交流センター ｺﾝｻｰﾄ１４:００～
（例会についての詳細は６月理事会にて）
「後援依頼」について
中津川少年少女合唱団団長：桂川邦俊
☆承認
12）
「中津川 THE SOLAR BUDOKAN2015」
後援の名義貸し依頼について
開催 2016 年 9 月 10 日(土)・11 日(日) 10：00～
場所 東美濃 中津川公園内特設ステージ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員長：三尾泰一郎
☆承認
報告事項
1）活動計画書変更箇所について

・・・・幹事

・ロータリーマーク ロゴ変更

議題
1） 会費及び納入について
運営規則第５条〔会費等〕従来どおり、銀行振り込みにて
７月・１月年２回納入
（Ｒ財団寄付、米山奨学会寄付の徴収の方法）
☆承認
2） ビジターフィーについて

11）
「中津川少年少女合唱団第 15 回ｺﾝｻｰﾄ」移動例会について

従来どおり2,000円

☆承認

3） 会計監査人について
諸規定集―〔財務管理規定〕５
鈴村正樹君を選任
☆承認
4） 原事務局員の契約について
☆契約更新・・2016 年 7 月 1 日～2017 年 6 月 30 日
就業時間 9：30～16：00
5）運営組織について
☆承認
6）事業計画案（例会プログラム）について

☆承認

7）委員会事業計画について

☆承認

8）予算案について

☆承認

（2013 年 8 月新しいロゴ発表）

・ロータリーの綱領 → ロータリーの目的 変更
（2013 年 7 月より日本語翻訳改訂案承認）
・文書管理に関する申し合わせ事項 変更
2）会報原稿「就任挨拶」の依頼

・・・会報発行委員長

3）
・地区行事について
・クラブ行事について
第 2 回臨時理事会 6 月 16 日（木）13：35～

中津川 RC 2016～17 年
クラブテーマ
「誰かのために今できること」

9）7 月・8 月の例会プログラムについて /例会運営委員会担当
☆承認
10）
「出前講座について」

・・・職業奉仕委員会担当

7 月１５日（金）岐阜県立坂下高等学校 ２年生４クラス
趣旨：卒業生を地元企業への就職を促進する事。
講師：４名（１講座３０分を２講座行う）
１月２７日（金）中津川市立坂本中学校 １年生６クラス
趣旨：会員企業の仕事を通して社会人としてのマナーと
責任を伝える。
講師：６名（１講座６０分を２講座行う）

☆承認

５９期 幹事
酒井康孝君

５９期 会長
波多野一夫君
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第 5 回ＩＤＭ開催報告
開 催：5 月 19 日(木) 「いちふみ」にて 18：30～
5 月 19 日、いちふみに於いて第 5 回 IDM が無事終える事が出来、心
から感謝申し上げます。32 名の出席を頂き、年間 5 回の皆勤の方が 10
名もいらした事は本当に有り難くお礼申し上げます。一年間有り難うご
ざいました。ギャンディーズとしての 3 年間も有り難うございました。
報告者：吉村和子委員長

IDM 皆出席の記念品
10 名の方へ

吉村和子 IDM 委員長、鈴木嘉進副委員長
１年間、楽しい IDM の企画を
ありがとうございました！

乾杯発声 山本 亮君

瑞宝単光章おめでとうございます！ 1 年間ありがとうございました！
塚田 晃君
鳴海伸明会長

締めの挨拶
次期幹事 酒井康孝君

５９期の例会予定

多治見 RC 創立 60 周年記念式典
７月 ７日＝役員就任挨拶
１４日＝クラブ定時総会

／波多野会長担当
／波多野会長担当

中津川センターＲＣ会長・幹事来訪
２１日＝理事・委員長挨拶

／波多野会長担当

２８日＝理事・委員長挨拶

／波多野会長担当

※７月度定例理事会
８月 ４日＝齋木寛治ガバナー補佐クラブ訪問 ／会長担当
※例会終了後ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ ２階役員室
出席者＝役員、理事、委員長、新会員
１１日＝１３日(土)「おいでん祭」に移動
メイン会場 18：00～
１８日＝２０日(土)

／社会奉仕委員会担当

中津川少年少女合唱団 15 周年ｺﾝｻｰﾄに移動
苗木交流センター コンサート 14：00～
２５日＝普通例会 新会員スピーチ ／会員増強担当

※８月度定例理事会

開 催：5 月 18 日(水) 14：45～
虎渓山永保寺「碧天閣」
出席者：鳴海伸明会長、
桂川邦俊幹事
多治見 RC 佐藤円一郎会長

2016 年度 規定審議会報告会
開 催：5 月 12 日(木) 四日市市文化会館
出席者：後藤大作次期副幹事
開 催：5 月 13 日(金) 十六プラザ大会議室
出席者：波多野一夫会長エレクト、酒井康孝次期幹事
他クラブ移動案内
中津川ｾﾝﾀｰ＝6／6(月)の例会は移動例会、
苗木城跡見学例会（遠山資料館）
7 日(火)12：30～
瑞
浪＝6／3(金)の例会は土岐川清掃の為、
「土岐川」5 日(日)7：30～

