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６月２日 №2892―58―42

本日の 例会プログラ ム

原 眞平写真館 ㉗

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
６．６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．雑誌の紹介（ロータリーの友、月信）
９．会長の時間
10．クラブフォーラム
11．閉会点鐘

波多野会長エレクト担当

５８期の例会予定

新緑の戸隠鏡池 長野市戸隠 5 月下旬 AM5:00

６月 ９日＝創立記念例会 「木曽路」18:00～会長／親睦担当
送迎バス 中津川商工会議所 17：30 → 中津川駅 17：40

１６日＝クラブフォーラム

鳴海会長担当

会長の時間

理事・活動報告、退任挨拶
※次年度第 2 回臨時理事会

鳴海伸明会長

13：35～

２３日＝会長幹事退任挨拶

鳴海会長担当

会長・副会長・会場監督・幹事

下呂ロータリークラブを訪問して

※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～

本日の例会は公務のため欠席となります。齊藤副会長
をはじめ役員、会員の皆様にはご迷惑をおかけします。

３０日＝特別休会

５月３０日(月)下呂ロータリークラブの例会に桂川幹
地区・分区の行事予定

事、市岡社会奉仕担当理事、鶴田特命担当理事と出席い

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～

たしました。当日は卓話の時間をいただき、我がクラブ
の概要と主な事業を説明させていただきました。とりわ
け社会奉仕委員会のリニア工作教室の話からリニア駅、
濃飛横断道路について意見交換ができました。下呂ロー
タリークラブは２０名の会員のクラブですが、青少年国
際交換事業にこれまで派遣３３名・受け入れ３１名の実

会長の時間

齊藤 隆副会長

・1 年を振り返って

績をもち、例会も緊張感を持って進められてみえます。
今後も交流を深め、両クラブの活動によって地域貢献
ができればと願うところです。

５月２６日スナップ

６月のお祝い 結婚記念日
吉村庸輔君ご夫妻・・・・・１６日

皆出席表彰
鶴田 温君 ・・・・・１０年

前回の記録
出席報告
メーキャップ

5 月 26 日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
5/19 補正出席率

38／68
68／68

55.88％
100.0%

ロータリーの友紹介
出席報告
市川情報研修委員長 長野例会運営委員長

ニコボックス発表
小縣一夫君、三宅正朗君

会員総数 71 名（出席免除者３名）

伊藤 昇君、原 満夫君、丸山輝城君、塚田 晃君、杉本 潤君、
齊藤 隆君、志津竜良君、桂川邦俊君（中津川ｾﾝﾀｰ RC）
波多野一夫君、麦島寛也君、酒井康孝君(会員増強研修セミナー)
波多野一夫君、酒井康孝君、後藤大作君(規定審議会報告会)

ニコボックス
★本日、三重 RC よりお預かりした熊本地震への義捐金２０万円
を、中津川市へ渡して参りました。青山市長より感謝の言葉を頂
きました。原満夫パスト会長、本日の卓話よろしくお願い致しま
す。
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君
★拙い卓話ですが、お聞きください。
原 満夫君
★本日は財団委員会担当です。原パスト会長、よろしくお願いしま
す。
R 財団担当副委員長・吉村庸輔君
★本日は岐阜県商店街連合会総会の為、欠席で申し訳ありません。
原 満夫パスト会長、吉村副委員長、よろしくお願いします。
R財団担当委員長・勝野安和君

★本日の卓話は原 満夫パスト会長です。円熟した素晴らしいお話
を静かに聴かせて戴きます。
伊藤 昇君
★塚田 晃さん、この度消防功労での叙勲、
おめでとうございます。
大堀壽延さん、市議会議長ご苦労様です。原 満夫さん、本日卓
話よろしく。
松田周一君
★原 満夫パスト会長、本日の卓話宜しくお願いします。丸山輝城君
★本日の卓話、原 満夫パストガバナー補佐、宜しくお願します。
原 眞平君

★原 満夫パスト会長、本日の卓話楽しみです。
鈴木 力君、酒井康孝君

★大堀壽延さん市議会議長就任おめでとうございます。ご活躍期待
しております。
杉本潤さん、
藍綬褒章受章おめでとうございます。
原 満夫パスト会長、本日の卓話拝聴します。
塚田 晃君
★本日の原 満夫パスト会長の卓話、楽しみにしています。又、先
日行われました今期最後のIDM には、多くの方々にご参加いた
だきありがとうございました。 IDM 委員会・吉村和子君、若森まり子君
★原 満夫パスト会長の卓話、確りと勉強させて頂きます。よろし
くお願いします。
田口義也君、鶴田 温君
★原 満夫パスト会長の卓話、慎んで拝聴させて頂きます。勉強し
ます。
例会運営委員長・長野和夫君
★本日は出張の為、拝聴できませんが、原 満夫パスト会長、卓話
宜しくお願いします。
可児 力君
★原 満夫パスト会長、本日の卓話よろしくお願いします。
吉川義康君、市岡孝之君

★原満夫パスト会長、本日の卓話拝聴できず残念です。波多野一夫君
★結婚記念日にお花をありがとうございました。
小縣一夫君
本日の申告 47 ポイント(累計 1269.5 ポイント)

卓話者紹介
吉村 R 財団担当副委員長

卓話「グローバル補助金について」
原 満夫パスト会長

５月度定例理事会開催報告
開 催：５月２６日(水) ２階会議室 13：35～
出席者: 鳴海伸明君、齊藤 隆君、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、
市岡孝之君、 鶴田温君、田口義也君、桂川邦俊君。
審議事項
1）６月の例会プログラムについて

☆承認

2）６月度定例理事会日程について
次年度第２回臨時理事会 6 月 16 日開催について
定時総会７月１４日(木)
・・・2015～16 年度事業報告、決算報告、監査報告
☆承認

3）
「事務所改修工事・事務所備品等の購入」決算について
☆承認
4）特命担当 G 事業 決算について
・
「ホームページ作成」について

・・・特命担当理事
☆承認

・
「中津川ＲＣ写真データー記録作業」決算について
・・・特命担当理事
☆承認

5）
「近隣ロータリークラブとの交流」について
・・・・特命担当G
5 月 30 日(月) 下呂ロータリークラブ例会訪問
鳴海会長、鶴田特命担当理事、
市岡社会奉仕担当理事、桂川幹事
☆承認
6）ゴールド会員について
市川博君より 7 月 1 日よりゴールド会員申請あり。
満 82 歳、在籍年数 42 年 会則第 4 条第 2 項適用。
松田周一君より 7 月 1 日よりゴールド会員申請あり。
満 77 歳、在籍年数 37 年 会則第 4 条第 2 項適用。
☆承認
7）新入会員について
土屋大二郎君
社会福祉法人五常会
推薦者・・・鈴木嘉進君、丸山輝城君、原 満夫君
職業分類・・・・社会福祉
入会予定日・・・7 月

☆承認

8）
「中津川 RC 事務局員福利厚生」について
５９期役員・理事にて検討する

☆承認

9）中津川ロータリークラブ「文書管理に関する申し合わせ」
活動計画書掲載について

・・・資料整理特別委員長

一部改訂する

☆承認

≪報告事項≫
1）
「熊本地震義捐金」について
2）第１回清流木曽川中津川リレーマラソン大会実行委員会への
協賛金について
3）地区行事予定について

RI2630 地区 濃飛グループ
下呂ロータリークラブ例会訪問
５月３０日(月) ホテル パストール 12：30～
出席者：鳴海伸明会長、桂川邦俊幹事
鶴田温特命担当理事、市岡孝之社会奉仕理事

下呂 RC
金子博之会長

中津川 RC
鳴海伸明会長

バナーの交換
市岡社会奉仕理事 リニア模型工作教室の紹介

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】
各ロータリークラブ会長・幹事 様
RI第2630地区ガバナー 岡田 信春
地区代表幹事 籾井
收
岐阜新聞五月二十七日

中日新聞掲載
五月三十一日

台湾地震災害義捐金送金のご報告
拝啓 薫風の候、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 28 年 2 月
6 日台湾南部を襲った地震災害に対する義捐金
のご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。皆様
より御送金いただきました義捐金の総額は
300 万円となりました。高山西ロータリークラ
ブ様の友好クラブであります、台北東海ロータ
リークラブ 会長笹谷久雄様より台南市政府
へ直接お届け頂きました。「台南市は、台湾の
古都でもあり数多くの遺跡や文化財がありま
す。その方面の修復に義援金をご利用いただけ
ればと思っております」とご連絡を頂きまし
た。台南市長様からの感謝状・台南市政府への
義捐金寄付代行写真・台北の銀行における日本
からの振込み金額受領証明書を合わせて送信
させて頂きます。
ご査収のほど宜しく
お願い申し上げます。

台湾地震（2016.2.6）義捐金報告

熊本地震（2016.4.14）義捐金報告

・中津川 RC より 10 万円、姉妹ｸﾗ
ﾌﾞ三重扶輪社を通じて台南被災
地へ送金。
・RI2630 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所を通じ
て 3 万円被災地へ(左記事)送金。

・姉妹ｸﾗﾌﾞ三重扶輪社より 20 万円・
中津川 RC より 5 万円、中津川市
を通じて熊本被災地へ。(上記事)
・RI2630 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所を通じ
て 7 万 2 千円被災地へ送金。

５９期の例会予定
７月 ７日＝役員就任挨拶
／波多野会長担当
１４日＝クラブ定時総会
／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

友愛の席

栗苞（くりづつみ） 松 月 堂

もっちりとした葛衣で栗きんとんを包込みまし
た。栗の風味をお楽しみいただけます。

５９期地区行事予定
第 1 回岐阜東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議
７月２２日(金)「竜庵」17：10～ ﾎｽﾄ：土岐ＲＣ
波多野会長、酒井幹事、事務局参加

５９期中津川ＲＣ委員会予定
７月１５日(金) 出前講座
／職業奉仕委員会担当
岐阜県立坂下高等学校 講師４名
７月２８日(木) 第１回ＩＤＭ アニーホール 18：30～
／ＩＤＭ委員会担当
他クラブ移動案内
土
岐＝6／20(月)の例会は最終例会「竜 庵」
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝6／21(火)の例会は最終夜間例会
「老鰻亭 魚関」18：30～
多治見西＝6／23(木)の例会は最終例会
「ラ・シックモア」18：00～
瑞
浪＝6／24(金)の例会は最終夜間移動例会
「ベルフラワーカントリークラブ」18：00～

ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年６月は １㌦＝110 円になります（5 月と同じ）

