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２０１７年４月１３日 №2931.32.33 – 59 – 36.37.38

本日の例会プログラム

商工会議所：ホール

１． 開 会 点 鐘
２． 国 家 斉 唱
３．ソ ン グ ＝ ｢奉仕の理想 ｣
４．ゲスト、ビジターの紹介
５．４月のお祝い
６．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）
７．食 事 と 交 歓
８．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告
９．会 長 の 時 間
10．卓話
渡邉未央 様
／波多野会長担当
伊賀流忍者特殊軍団阿修羅 くノーmio
11．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

４月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
５月 ４日＝法定休日
１１日＝恵那山ウエストン祭に移動
恵那山ウエストン公園 10：00～
１８日＝普通例会 原 眞平ＩＤＭ委員長卓話
／ＩＤＭ委員会担当
※次年度第１回臨時理事会 13：35
２５日＝普通例会
／６０周年準備委員会担当
創立６０周年記念事業準備経過報告
※５月度定例理事会 13：35～
中津川ＲＣ委員会行事予定
４月１９日(水)＝次年度国際奉仕担当 G・特命担当 G
・情報研修担当Ｇ合同委員会
木曽路 18：30～
４月２０日(木)＝次年度職業奉仕担当 G 委員会
更 科 18：30～
５月１８日(木)＝第４回 IDM ぽっぽ 18：30～IDM 委員会

ゲスト紹介

・伊賀流忍者特殊軍団阿修羅
・恵那市観光大使

渡邉 未央（わたなべみお）様
（恵那市長島町出身）
★体操歴 16 年
（国民体育大会、インターハイ、
全国学生体操競技選手権大会など出場）
★最近の主な TV 出演など
2015 年・NHK「歴史秘話ヒストリア」服部半蔵編
2016 年・NHK「探検バクモン」
・伊勢志摩サミット
・FIFA クラブワールドカップＰＶ
2017 年・NHK ほっとイブニング岐阜・三重
「恵那市観光大使“くノ一”未央さん」

会長の時間

波多野一夫会長
・日本文化の継承

４月のお祝い 結婚記念日
原 満夫君

ご夫妻・・・・・・１日

市岡孝之君

〃 ・・・・・・１日

吉川義康君

〃 ・・・・・・３日

加藤景司君

〃 ・・・・・・８日

市川 博君

〃 ・・・・・１０日

前野求重君

〃 ・・・・・１１日

長野和夫君

〃 ・・・・・１４日

小川剛弘君

〃 ・・・・・２０日

鳴海伸明君

〃 ・・・・・２７日

吉村敏博君

〃 ・・・・・２８日

～3 月 23 日の記録～
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/16 補正出席率

ニコボックス

39／70
56／70

55.71％
80.00%

会員総数７４名、出席免除者４名

★村橋パストガバナー、本日お越しいただけなく残念です。
高田委員長、急遽の登板よろしくお願いします。
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★本日は、村橋が突然の体調不良でご迷惑をおかけすることに
なり誠に申し訳ありません。心よりお詫び申し上げます。
地域活動委員長・高田信浩君
★高田信浩君、代理の卓話よろしくお願いします。
会員増強委員長・吉村敏博君
★高田さん、卓話の代打お疲れ様です。 原 満夫君、糸井川均君
★高田君、本日の卓話、村橋パストガバナーの代役、ご苦労様
ですがよろしくお願いします。村橋パストガバナーのご快復
を願っております。
可児 力君、鈴木 力君
★高田委員長、本日の卓話大変ご苦労様です。本日のアッセン
ブリーへご出席の皆様、どうぞよろしくお願いします。
会長エレクト・林 彰君
★本日の卓話、村橋パストガバナーの代役、高田信浩地域活動
委員長という事でとても楽しみにしております。よろしくお
願いします。
鳴海伸明君、田口義也君
★本日の村橋カウンセラー代理・高田委員長のお話、拝聴いた
します。よろしくお願い致します。
吉川義康君
★高田信浩君、楽しい卓話よろしくお願いします。
本日の申告 36 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 1091.5 ﾎﾟｲﾝﾄ)

３月度定例理事会報告
ニコボックス
開 催：3 月 23 日(木)13：35～「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。
議題
1）3・4・5 月例会プログラムについて／例会運営 ☆承認
2）4 月･5 月度定例理事会について
4 月 20 日(木)例会終了後 2F 小会議室
5 月 25 日(木)例会終了後 2F 小会議室

／幹事
☆承認

3）第４回ＩＤＭ 5 月 18 日(木)スナックぽっぽ 18：30～
☆承認
4）2017～18 年クラブ運営組織表一部修正について
5）2017～18 年創立 60 周年実行委員会組織図
一部修正について
／林会長エレクト担当
☆4）
・5）承認
6)「三重 RC 訪問(次年度打合せ会)」決算について
／後藤副幹事
訪問：2 月 16 日(木) 台北国賓大飯店 15：30～
（中津川 RC6 名、三重 RC10 名）
※残金は次期繰越し

☆承認

7）一般会計予算補正について
／幹事
≪会議費・補助金≫ 次年度予定者会議
100,000 円予算 ⇒200,000 円へ補正。
（予備費残 318,985 円より繰り入れする）☆承認
卓話者紹介
吉村会員増強委員長

卓話
高田信浩地域活動委員長
「明るく楽しく成長するロータリー」
(村橋元 PG 作成ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ説明)
「地域活動委員会報告」
(ジカブキ体験講座・東濃歌舞伎鑑賞)

８)中津川少年少女合唱団
第 16 回コンサート名義貸し出しのお願い（後援）
5 月 28 日(日)14：00～福岡ふれあい文化ｾﾝﾀｰ
☆承認
確認事項

地区行事予定

友愛の席

桜きんつば

桜の季節を和菓子で楽しめる。
桜の香りが春の訪れを
感じさせます

松月堂

～ 3 月 30 日の記録 ～
出席報告

春の家族例会
31／70
68／70

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/23 補正出席率

44.29％
97.14%

会員総数７４名、出席免除者４名

春の家族例会

ビジター

村上幸博君、堀 務君、小倉忠雄君、小木曽孝司君、
石川英治君、板頭鈔三君、立木亮治君(中津川 CRC)
青山貫禅君(恵那 RC)

メーキャップ 原 満夫君、伊藤 昇君、岡山金平君、
塚田 晃君、鳴海伸明君(中津川 CRC)

ヤマザキマザック美術館 ＆ザ・ナンザンハウス夕食会
＆ 鶴舞公園夜桜観賞
会員 31 名･ご夫人 14 名
～ヤマザキマザック美術館話～

挨拶
波多野会長

ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ紹介
田口職業奉仕委員長

～ザ・ナンザンハウス～夕食会～

長野親睦委員長挨拶 乾杯発声 可児ﾊﾟｽﾄ会長

～ 4 月 2 日の記録 ～
出席報告
ビジター

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/30 補正出席率

六斎市
70／70
67／70

締め 麦島副会長

～鶴舞公園夜桜～

第８４回中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ成績
100.0％
95.71%

会員総数７４名、出席免除者４名

石川英治君、伊藤博行君(中津川 CRC)

４月９日(日) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部にて
団体戦 優 勝
準優勝
３ 位
４ 位

中津川ライオンズクラブ
中津川センターロータリークラブ
中津川ロータリークラブ
中津川青年会議所（全 47 名参加）

ベスグロ 吉村敏博君 OUT 38 IN 42 GROSS 80

中津川 RC 参加
吉村敏博君、田口清男、小川剛弘君、前田雅生君、丸山輝城君、
三尾義彦君、酒井康孝君、麦島寛也君、三尾泰一郎君、志津竜良君

次年度創立６０周年実行委員会正副委員長会議開催報告

次年度例会運営担当Ｇ・会員奉仕担当Ｇ
・社会奉仕担当Ｇ合同委員会開催報告

開 催：３月２１日(火) 「木曽路」にて 18：00～
開 催：４月６日(木) 「アニーホール」にて 18：30～
出席者：林 彰君、鶴田 温君、鳴海伸明君、市岡孝之君、
後藤大作君、塚田 晃君、波多野一夫君、田口義也君、 出席者：林 彰会長、鶴田 温副会長、後藤大作幹事、
田口義也会長エレクト、志津竜良副幹事
志津竜良君、安藤正樹君、吉川義康君、前野求重君、
<例会運営委員会> 可児 力君、岡山金平君、
佐藤好哉君、市川 誠君、小川剛弘君、三宅正朗君、
<親睦委員会>
安藤正樹君、吉川義康君、小縣一夫君、
山本 亮君。
小澤賢一君、佐藤 均君、笹月秀勝君
<会員増強委員会> 勝野安和君
<社会奉仕委員会> 前野求重君、酒井康孝君、小倉長門君、
嶋崎兼之君、長野和夫君、間龍一郎君、
若森まり子
<地域活動委員会> 加藤景司君、鈴木雅彦君

次年度クラブアッセンブリー開催報告
開 催：３月２３(木)「長多喜」18：00～
出席者：林 彰君、鶴田 温君、後藤大作君、波多野一夫君、
塚田 晃君、田口義也君、志津竜良君、三宅正朗君、
可児 力君、安藤正樹君、佐藤好哉君、前野求重君、
桂川邦俊君、市岡孝之君、鈴木 力君、勝野安和君、
吉村敏博君、加藤景司君、吉村庸輔君、原 満夫君
鳴海伸明君、事務局。

次年度会長
林 彰君

会員増強研修セミナー参加報告
開 催：４月８日(土)「セラトピア土岐」14：00～
出席者：波多野一夫君、林 彰君、吉村敏博君、勝野安和君、
酒井康孝君、後藤大作君、三宅正朗君、大鋸伸行君、
市川 誠君、佐藤 均君。

次年度幹事
後藤大作君

剱田廣喜ガバナー

齋木寛治ガバナー補佐

会員増強現況について
及び今後の方針
波多野一夫会長

ロータリーレートのお知 らせ
２０１７年４月は １㌦＝116 円になります（３月と同じ）

地区・分区の行事予定
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～
次期会員増強研修セミナー
５月１３日(土）四日市都ホテル 11：00 点鐘

他クラブ移動案内

瑞

浪＝4／14(金)は花見例会
「日吉 天神窯」１５日(土)12：00～
土
岐＝4／17(月)は桜の木手入れ作業例会
「土岐総合公園」１8 日(火)12：30～
多治見西＝4／20(木)は国際交流書画展示会セレモニー
「多治見駅北市庁舎ｷﾞｬﾗﾘｰ」10：30～

