創立 1958．6.15 (No.266)

クラブテーマ 【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】
２０１７年３月２３日 №2930 – 59 – 35

本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．ソ ン グ＝「 それでこそロータリー 」
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．会 長 の 時 間
７．卓話
／会員増強委員会担当
RI 第 2630 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)
「 会員増強について 」
８．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

３月３０日＝春の家族例会／親睦・職業奉仕委員会担当
「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

ゲスト紹介
2016～17 年度 RI 第 2630 地区
会員増強部門担当諮問委員
カウンセラー ＰＧ

村橋 元君（むらはし はじめ）
（本巣ＲＣ）

生年月日
勤務先

昭和 18 年(1943)6 月 28 日 73 歳
(株)ユニオン 代表取締役会長

ロータリー歴
1978 年

本巣 RC 入会

1986～1987 年

本巣 RC 幹事

1993～1994 年

本巣 RC 会長

2008～2009 年

岐阜西濃分区ガバナー補佐

2010～2011 年

地区拡大増強委員会委員

2012～2013 年

ガバナー
米山功労者（マルチプル）
マルチプルポールハリスフェロー
ベネファクター
メジャードナー

会長の時間
波多野一夫会長

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
中津川商工会議所 7:30 出発
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～

・国際ロータリー
第 2630 地区について

友愛の席

ヤマツ食品

自家製和風ゼリー さくら
春季限定自家製和風ゼリーは「小田原産
八重桜」を贅沢に使用し、ゼリーの中で花
開かせた春ならではの水菓子でございます。
一足早い「満開の桜」をお楽しみ下さい。

前回の記録
出席報告

～３月１６日～
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3／6 補正出席率

39／70
59／70

55.71％
84.29%

会員総数７4 名、出席免除者４名

メーキャップ

Ｒ財団 優れたグローバル補助金 受賞報告会開催
2017 年 3 月 16 日(木) 更科
ロータリー財団 100 周年を記念し実施された
「優れたグローバル補助金プロジェクト 20 件」に
中津川とブラジル共同事業が選ばれました!!

林 彰君(会長エレクト研修セミナー)

ニコボックス
★東濃歌舞伎例会、ｾﾝﾀｰ RC 合同例会と２日続けての例会
ご苦労様でした。恒例の服部先生の卓話ありがとうござい
ます。おかげ様で元気に例会に出席できています。
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★ご無沙汰しております。１年ぶりに卓話をさせていただき
ます。
服部愛弘君
★本日は、１月２６日に実施した健康診断の結果報告と卓話
を服部先生にお願い致しました。よろしくお願いします。
３月３０日の春の家族例会に職業奉仕委員会として「ヤマ
ザキ・マザック美術館観賞」を企画しました。よろしくお
願いします。
職業奉仕委員長・田口義也君
★服部先生、本日の卓話、大変楽しみにしています。よろし
くお願いします。
原 眞平君
★服部先生、健康診断の結果、判定よろしくお願いします。
同好会コンペ、皆様参加有難うございました。吉村敏博君
★本日、出張の為、服部先生の卓話を拝聴できず残念です。
鈴木 力君
★服部先生、本日の卓話、楽しみにしています。
鳴海伸明君、齊藤 隆君
★本日の職業奉仕委員会の卓話、楽しみにしています。服部
先生、よろしくお願い致します。
吉川義康君
★先日のゴルフ同好会で不本意なスコアでしたが、ハンデに
恵まれ優勝しました。
丸山輝城君
★ロータリークラブコンペにて丸山輝城殿が見事優勝され、
大変うれしい事です。
田口清男君
★結婚 40 周年、クラブよりお花を頂きました。有難うござ
います。妻はもう飽きたと言っております。 波多野一夫君
★3 月 20 日春分の日、甲子園に多治見高校応援に行ってきま
す。坂本中学校出身 小池君 1 年生背番号 15 で教え子出
場の為、ひとつ夢がかないました。
嶋崎兼之君
★結婚記念日のお花、ありがとうございました。 鈴木雅彦君
★早退します。2 名 本日の申告 52 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 1055.5 ﾎﾟｲﾝﾄ)
卓話者紹介
田口義也
職業奉仕委員長
卓話
「健康診断報告」
服部愛弘君

2013～14 年度
グローバル補助金
中津川 RC 可児力会長 援助国側連絡担当者
原満夫パスト会長

中津川 RC
鈴木嘉進パスト会長

2014～15 年度
ガバナー
村橋 元様

2013～14 年度
中津川ｾﾝﾀｰ RC 小椋一朗会長

「新生児集中治療センターへの支援事業 2013 年」
レジストロ RC･レジストロオウロ RC
･中津川ｾﾝﾀｰ RC･中津川 RC 共同事業
≪U Ｓ＄172,500（1 千 720 万円）プロジェクト≫
<内容>ブラジルの病院に新生児治療室の設備を寄贈し、
貧困地域の妊娠中の若い女性を対象に出産前のケアに
ワークショップを実施。

他クラブ移動案内

中津川ｾﾝﾀｰ＝4／3(月)は花見バス旅行へ移動
「伊良湖」2 日(日）7:30 出発
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝4／4(火)は花見例会
「徳林院」12：45～
＝4／11(火)は 10 日(月)へ移動
「古屋圭司氏卓話」
恵
那＝4／11(火)は早朝例会に移動
「ニューウェーブ」4 日(木)8：30～

