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中津川ＲＣ 59 期 波多野一夫会長

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．会長就任挨拶
７．新会員入会式
８．７月度のお祝い、皆出席表彰
９．雑誌の紹介(ロータリーの友・月信)
10．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
11．役員就任挨拶
12．閉 会 点 鐘

就任挨拶

2016～17 年度会長

波多野一夫

クラブテーマ 「誰かのために今できることを」
2016～2017 年度、中津川ロータリー
クラブの会長を務めさせて頂きます。
中津川ロータリークラブは今まで、世界
に対して、地域に対して、大変素晴らしい
事業を展開して参りました。また、来年度
は６０周年の節目の時がやって参ります。
諸先輩達が築き上げてきた、この中津川ロータリークラブの歴
史を次に繋げていくべき努力をしてまいります。
今年度クラブテーマ「誰かのために今できることを」
世界で、日本で、地域で誰かのために私達が今出来ること、
精一杯奉仕活動を進めてまいります。
ＲＩ会長ジョンＦ.ジャーム氏のテーマは「人類に奉仕する
ロータリー」で、１１１年の歴史の中で、ロータリーは多くの
人に多くの意味を持ってきました。会員は、ロ－タリーを通じ
て友人と出会い、地域社会とつながり、目的意識を持ち、人々
との絆を育み、キャリアを築き、他では味わえない貴重な経験
をしてきました。私達が集う一番の理由は、最も大切な目標、
すなわち「奉仕」のためだと掲げられました。

岐阜自慢五人男 水の国力丸（歌舞伎ホールにて）
撮影：鈴木 力

それを受けて、第 2630 地区、剱田廣喜ガバナー
は地区活動方針テーマを「最も出席するもの 最
も報いられる」と掲げ『ロータリーには、いろん
な側面があり、ロ－タリアンの考えもロータリー
をどう捉えるかによって、１００人１００様です。
「決議２３－３４号」を、ロータリーの原理原則
と定義し、これを論理的な基盤としてこの命題を
考えた時、ロータリーとは、
「思いやりの心」
「助け合いの心」である』と掲げられました。
私達の住む中津川の未来に向けて、この地域の
子供達の夢を育む事業の展開と地域への奉仕活動
の拡充を考え「誰かのために今できることを」
今年度のクラブテーマと致しました。
会員の皆様には大変お世話になります。ご指導
ご鞭撻を宜しくお願い致します。

～ご入会おめでとうございます～

就任挨拶
副会長

麦島寛也

45 期の 1 月に入会をさせて頂き、早 13
年半経過致しました。その間いろいろな委
員長・理事を経験させて頂きました。そし
てこの度、第 59 期波多野会長の下、役員と
しての副会長を務める事となりました。
まず第一は、
「会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を
代行する」任務が有ります。この言葉を肝に銘じ、他の役員
さん達と協力をして波多野会長をサポートして行きたいと思
います。微力ですが 59 期が盛り上がるよう精一杯務めさせて
頂きます。
最後に、会員皆様方のご指導ご鞭撻も宜しくお願いします。

会場監督

酒井康孝

一昨年の年次総会で副幹事就任を承認
いただいて以来、多くの皆さんのご指
導・ご協力をいただき第５９期波多野年
度をスタートする運びとなりました。
感謝いたします。経験も知識も浅く、幹事という大任を務
めることが出来るか甚だ不安ですが、クラブテーマ「誰か
のために今できることを」を遂行できるよう努めます。ま
ずは波多野会長の右腕となれるよう、またクラブの皆様に
この一年を満足してもらえるよう、今できることに全力を
尽くす所存ですのでよろしくお願いします。
ご 案 内 ５月～１０月まで クールビズ 適用期間です

友愛の席

梅ゼリー

松月堂

梅酒の味わいともちっとした食感の
梅ゼリーをお楽しみ下さい。

土屋 大二郎君
（つちや だいじろう）

勤務先
職業分類
趣 味
推薦者

社会奉仕法人五常会
社会福祉
テニス、登山、旅行
鈴木嘉進君、丸山輝城君、 原 満夫君、

可児 力

創立 59 年、今年度波多野会長のクラブ
テーマは「誰かのために今できることを」
を掲げられ、私達が集う一番の理由は「奉
仕」の為で有り、それを行うにはロータリ
アンとして「思いやりの心」
「助け合いの心」が必要だと言わ
れています。今年度、会場監督という責任ある大役を指名頂
きました。会長テーマに沿ったクラブ運営を行う為には、例
会の場を大いに活用しなければなりません。会員各位への出
席とご協力をお願いし、例会運営委員会・会場設営委員会の
皆さんと連携し、楽しい中にも威厳ある例会になる事を願っ
ております。

幹 事

新会員のプロフィール

７月度のお祝い 結婚記念日

田口清男君ご夫妻・・・・９日
皆出席表彰者

松田周一君・・・３７年
糸井川 均君・・２６年
波多野一夫君・・２４年
岡山金平君・・・１８年
鈴村正樹君・・・１７年
塚田 晃君・・・１５年
田口義也君・・・１４年
林
彰君、酒井康孝君 ・・・・・９年
志津竜良君、山本 亮君・・・・・・３年
前野求重君・・・・２年
三宅正朗君、大鋸伸行君、鈴木康之君、市川誠君・１年
第 1 回ＩＤМ開催のご案内
ＩＤＭ委員長
〃副委員長

原 眞平
小倉長門

●日 時・・７月２８日(木) 18 時 30 分～

●場 所・・
「アニーホール」
●会 費・・￥３，０００
～オープン参加歓迎です～
●毎回出席義務者
(役員）波多野会長、麦島副会長、酒井幹事、
可児会場監督、鳴海直前会長、林会長エレクト、
後藤副幹事、原(満)情報研修委員長
(新会員) 宇治川寛君、笹月秀勝君、小澤賢一君、
小縣一夫君、坂巻裕史君、土屋大二郎君
●今回出席要請者 糸井川均君、長野和夫君、伊藤 昇君、
加藤幸平君、市川 博君、鈴木 力君、前田僚之君、
間龍一郎君、嶋崎兼之君、粥川正勝君、鶴田 温君、
三宅正朗君、大鋸伸行君、山本 亮君

６月 23 日

前回の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
6/18 補正出席率

ニコボックス

45／68
68／68

63.38％
100.0%

会員総数７１名、出席免除者３名

★本日、58 期の最終例会です。この日を迎えられることがで
きたのも会員皆様の厚い友情のおかげだと心より感謝申し
上げます。５９期波多野会長にエールを送り、本日で、私達
３名の任務を終了させて頂きます。本当に、本当にありがと
うございました。
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君
★≪５８期終わる≫鳴海会長外役員の皆様には、稀に見る充実
した数々の事業を展開されて期末を迎えました。本当にご苦
労様でした。都知事問題に一声。
〝慾深き 人の心に降る雪は 積もるにつれて 道を忘るる〟
伊藤 昇君
★鳴海会長、齊藤副会長、桂川幹事、この１年間ご苦労様でし
た事をお祝い申し上げます。
市川 博君
★鳴海会長、以下理事役員の皆さん、１年間ご苦労様でした。
また、理事会にてゴールド会員の御承認を頂きましたので、
よろしくお願い致します。花は届けさせて頂きます。
（お花
のお礼を頂きありがとうございました。
）
松田周一君
★鳴海会長の無事御帰還、御苦労様でした。
“会報番外例会ジ
ャック”の文面に異議あり！高齢者になると１才の重みが身
にしみます。
大堀壽延君
★鳴海年度の役員理事の皆様、お疲れ様でした。
原 満夫君、鈴木 力君
★鳴海さん、ご苦労様でした。
丸山輝城君
★鳴海会長、桂川幹事、役員、理事の皆様、一年間ご苦労様で
した。今年度は数々の新しい試みをしていただきまして、
ありがとうございました。
岡山金平君
★鳴海会長、齊藤副会長、桂川幹事、鈴木 SAA、一年間ご苦
労様でした。
原 眞平君
★鳴海会長、桂川幹事、一年間ご苦労様でした。また、各委員
の皆様もありがとうございました。
吉村敏博君
★鳴海会長始め役員、理事の皆様、一年間ご苦労様でした。
可児 力君
★鳴海会長、桂川幹事、一年間お疲れ様でした。来年も頑張っ
て下さい。
直前会長・鈴村正樹君

退任挨拶 鳴海会長

ご挨拶 市川博君
松田周一君
（５９期よりゴールド会員へ）

ホームクラブ出席優秀者表彰
市川誠君、波多野一夫君、酒井康孝君

友愛の席花の謝礼
松田周一君

★第 58 期鳴海会長、役員、理事の皆様、一年間ご苦労様でし
た。
次期会長・波多野一夫君、次期副会長・麦島寛也君
次期幹事・酒井康孝君
★鳴海会長、齊藤副会長、桂川幹事、役員、理事の皆さん、
一年間ご苦労様でした。前半は格別立派でした。良かった。
松田さん、一年間卓上のお花ありがとう。
塚田 晃君
★鳴海会長、齊藤副会長、桂川幹事、1 年間の航海、無事帰港
し、おめでとうございます。ご苦労様でした。
例会運営委員長・長野和夫君
★鳴海会長、齊藤副会長、桂川幹事、そして役員、理事の皆様、
一年間本当にお疲れ様でした。
吉川義康君
★第 58 期鳴海会長、齊藤副会長、桂川幹事、一年間ありがと
うございました。国際交委員長として三重 RC 訪問できまし
た事、感謝申し上げます。
国際交流委員長・田口義也君
★ホームクラブ 1 回だけ休んでしまいました。すみません。
会長ｴﾚｸﾄ・波多野一夫君
★鳴海会長、役員の皆様、お疲れ様でした。親睦委員会 1 年間
大変お世話になりました。ありがとうございました。
親睦委員長・後藤大作君
★執行部の皆様、ご苦労様でした。
市岡孝之君、間龍一郎君、勝野安和君
★松田さん、いつもきれいなお花をありがとうございます。
いつも頂いて帰っています。
三宅正朗君
★ホームクラブ出席優秀者表彰を頂き、ありがとうございま
す。来期も頑張って出席致します。
市川 誠君
★今期最後の例会に出席できず、申し訳ありません。鳴海会長
始め、役員の皆様、一年間お世話になりました。これからも
よろしくお願い致します。
大鋸伸行君
本日の申告 99 ポイント(累計 1492.5 ポイント)
第 58 期ニコボックス申告ベスト 12
1位
２位
３位
４位
５位
６位

鳴海伸明君
齊藤 隆君
丸山輝城君
波多野一夫君

桂川邦俊君
可児 力君

退任挨拶 後藤会員奉仕理事

160.0
96.0
68.5
66.0
63.0
59.0

７位
８位
９位
10 位
〃
12 位

単位 ポイント
鈴木 力君 53.0
岡山金平君 52.0
伊藤 昇君 46.0
松田周一君 44.0
長野和夫君 44.0
田口義也君 41.0

沢山の申告ありがとうございました

齊藤副会長

会報写真・原稿謝礼(ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾏﾈｸﾀｲ)
原 眞平君
伊藤 昇君

鈴木 力会場監督

鳴海会長より
波多野会長へ

桂川幹事

58 期～59 期
会長・幹事
バッジ引継ぎ
桂川幹事より
酒井幹事へ
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５８期６月度定例理事会開催報告

各ロータリークラブ会長・幹事 様
2016 年 6 月吉日
開 催：６月２３日(木) ２階会議室 13：35～
RI 第 2630 地区ガバナー 岡田 信春
出席者: 鳴海伸明君、齊藤 隆君、酒井康孝君、鈴村正樹君、
地区代表幹事 籾井
收
鈴木 力君、波多野一夫君、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、
「平成 28 年熊本地震」義捐金送金のご報告
鶴田 温君、桂川邦俊君。
拝啓 向夏の候、
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 28 年４月 14 日より連続的に熊本県・大分県
議題 1. 例会・行事の承認事項
を中心とした九州地方で起きました地震に対する義捐金の
(1）
「ＩＤＭ」決算について
ＩＤＭ委員会
ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。皆様より御送金い
☆承認
ただきました義捐金の総額は 4,716,907 円となりました。
(2）
「創立記念例会」決算について
親睦委員会
第 2720 地区（熊本・大分）では、全国のロータリアンの
開催：6 月 9 日(木)「木曽路」18：00 点鐘／48 名+事務局
ご支援に御対応頂くために「ロータリー熊本地震総合支援
室」
が設置されました。
皆様からご送金頂きました義捐金は、
☆承認
「ロータリー熊本地震総合支援室」へ 6 月 20 日付で送金を
議題２. 第 58 期クラブ会計決算(6/23 日現在)承認について
させていただきましたので、ご報告させて頂きます。敬具
☆承認
（第 2720 地区ガバナー 野田三郎様・ガバナーエレクト
報告事項
前田 眞実様よりお礼状を頂いております。
）
1） 今後の予定
７月 ４日＝会計監査（13：00～）
今後の例会予定
７月１４日＝定時総会（58 期事業報告、決算報告、監査報告）
７月１４日＝クラブ定時総会
／波多野会長担当
2） 「新会員」について(７月入会)
２１日＝理事・委員長挨拶
／波多野会長担当
５月理事会にて通達された土屋大二郎君 入会決定。
２８日＝理事・委員長挨拶
／波多野会長担当
※７月度定例理事会 13：35～
８月 ４日＝齋木寛治ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｸﾗﾌﾞ訪問 ／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 14：00～
(例会：ひだ路元起にて 12：45～13：15)
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 13：35～
中津川ＲＣ委員会行事予定

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 11:00～12:20
講師：吉川義康君、吉村和子君、
佐藤好哉君、小澤賢一君／４名
７月２６日(火) 58 期親睦委員会慰労会「りん」18:30～
７月２８日(木) 第１回ＩＤＭ アニーホール 18：30～
／ＩＤＭ委員会担当
地区行事予定
ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年７月は １㌦＝102 円になります。（６月は 110 円）
◎上半期の会費の口座振替は
7 月 12 日(火)になりますので、よろしくお願い致します。

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
第１回地区Ｒ財団研修セミナー
７月２４日(日)「岐阜都ホテル」12：00～
波多野会長、後藤副幹事参加

