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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
４．３月のお祝い
５．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）
６．食 事 と 交 歓
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．卓話 服部愛弘君 「健康診断結果」
／職業奉仕委員会担当
10．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

３月２３日＝普通例会
／会員増強委員会担当
RI2630 地区会員増強部門 担当諮問委員
ｶｳﾝｾﾗｰ 村橋 元 PG 卓話 (本巣 RC)
※３月度定例理事会 13：35～
※次年度ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 長多喜 18：00～
３０日＝春の家族例会 ／親睦委員会・職業奉仕担当
「ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ美術館＆ｻﾞ･ﾅﾝｻﾞﾝﾊｳｽ夕食会
＆鶴舞公園夜桜観賞」
※中津川市役所玄関前 14：00 出発
４月 ６日→２日(日)六斎市へ移動 本町 9：00～
１３日＝普通例会
／波多野会長担当
伊賀忍者阿修羅 渡邉未央様卓話
※中津川商工会議所ホール
２０日＝クラブフォーラム
地区研修・協議会報告／林会長エレクト担当
※４月度定例理事会 13：35～
２７日＝特別休会
中津川ＲＣ委員会行事予定

３月２１日(火)＝第１回創立６０周年実行委員会
（正副委員長会議）木曽路 18：00～
／次年度創立 60 周年実行委員会担当

友愛の席

おはぎ

松月堂

ひとつひとつ丁寧に仕上げた「小豆餡」と
「白餡」の味わいのおはぎでございます

会長の時間
波多野一夫会長
・笑う門には健康来たる
３月度のお祝い 結婚記念日

岡山金平ご夫妻
黒柳昌可
〃
鈴木雅彦
〃
小澤賢一
〃
波多野一夫 〃
垂見匡高
〃
小倉長門
〃

・・・・・２日
・・・・・３日
・・・・・４日
・・・・・８日
・・・・１２日
・・・・１５日
・・・・２５日

地区・分区の行事予定
会員増強研修セミナー
４月８日(土) セラトピア土岐 14：00～
中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
４月９日(日) ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ｺﾞﾙﾌ倶楽部 9：00～
地区研修・協議会
４月１６日(日) 伊賀市文化会館 12：00 点鐘
岐阜東濃グループ次期会長・幹事会
４月２４日(月) 多治見市産業文化センター15：00～

RI2630 地区 2017 年地区研修・協議会開催
日時：４月１６日(日) 12：00～ 17：00
会場：伊賀市文化会館・ヒルホテル サンピア
中津川商工会議所 7：30 出発予定
参加要請者 会長エレクト、次期副会長、次期幹事、
会長ノミニー、次期副幹事、次期会報発行委員長、
次期情報・研修委員長、
次期会員増強委員長、
次期職業奉仕委員長、
次期地域活動委員長、

次期社会奉仕委員長、
次期国際交流委員長、

次期Ｒ財団委員長、
次期米山奨学委員長、
新会員（Ｈ28 年 1 月以降入会者）
皆様、ご参加よろしくお願いします

前回の記録 ～３月６日～

中津川ｾﾝﾀｰ RC 合同例会

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3／5 補正出席率

出席報告

44／70
70／70

62.86％
100.0%

会員総数７4 名、出席免除者４名

ゲスト

岐阜東濃グループガバナー補佐 齋木寛治君(土岐 RC)
〃
次期ガバナー補佐
佐藤八郎君(多治見西 RC)
〃
ガバナー補佐帯同者 安江 努君(土岐 RC)
ビジター 石川英治君、堀 務君、荒井幹広君、
伊藤博行君(中津川 CRC)
メーキャップ
ニコボックス

卓話
齋木寛治ガバナー補佐

佐藤八郎
次期ガバナー補佐

伊藤 昇君、岡山金平君、鳴海伸明君、
桂川邦俊君(中津川 CRC)

中津川 RC 波多野一夫会長

★中津川センターRC の皆様、本日はよろしくお願いしま
す。齋木ガバナー補佐、佐藤次期ガバナー補佐、ようこ
そいらっしゃいました。
中津川 RC 会長・波多野一夫君
副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★合同例会に久しぶりに出席させていただきました。
中津川ｾﾝﾀｰ RC 次年度
中津川 RC 次年度
これからもよろしくお願いします。
三尾義彦君
古川和博会長 丹羽大祐幹事 林彰会長 後藤大作幹事
★合同例会の設営、安藤会長他、大変お世話になります。
齋木ガバナー補佐、佐藤次期ガバナー補佐様、ようこそ
ご来場ありがとうございます。
会長エレクト・林 彰君
本日の申告 10 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 1003.5 ﾎﾟｲﾝﾄ)

中津川センタ―RC 新会員
佐藤貴之君
河村良博君

中津川ｾﾝﾀｰ RC
安藤 茂会長

乾杯発声
麦島寛也副会長

中津川 RC 新会員
佐藤 均君

会長エレクト研修セミナー参加報告

中津川 RC ゴルフ同好会親睦ゴルフコンペ
3 月 12 日(日) ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ゴルフ倶楽部にて
GROSS HDCP NET
優 勝：丸山輝城君 85 10.8 74.2
準優勝：吉村敏博君 79
4.8
3 位：麦島寛也君 88 13.2

74.2
74.8

開催：3 月 11 日(土)12 日(日) 上野ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ
林 彰会長エレクト参加
イラン・ライズリー
RI 会長エレクト
「ロータリー：
変化をもたらす」
田山雅敏
ガバナーエレクト
「未来を創造しよう」
…10 年後の未来は…
会長エレクトセミナー修了証書

参加者： 三尾義彦君、吉川義康君、吉村敏博君、酒井康孝君、
杉本 潤君、小川剛弘君、齊藤 隆君、鈴木雅彦君、
丸山輝城君、田口清男君、麦島寛也君

他クラブ移動案内
土
岐＝3／27(月)は IDM「たわらや」18：30～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝3／28(火)は移動例会
「オースタット国際ホテル」12：45～
瑞
浪＝3／31(金) 特別休会

