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於：長多喜
小木曽孝司
12 月 2 日 移動例会
国際交流事業「野球教室＆トークショー」
君、丸山充

本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘（18：30）
２．国 家 斉 唱
３．ソ ン グ＝「奉仕の理想 」
４．１２月のお祝い
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．クラブ年次総会
①２０１９～２０２０年度会長に関する件
②２０１８～２０１９年度役員・理事に関する件
③会則の改定について
④その他
８．会長エレクト挨拶
９．会長ノミニー挨拶
10．閉 会 点 鐘
忘年会
１. 開 宴 挨 拶（19：00） 安藤正樹親睦委員長
２. 乾 杯 発 声
波多野一夫直前会長
３．長多喜店主挨拶
４. 懇 親 会
５. ソ ン グ ＝「手に手つないで」
６. 閉宴の言葉
鶴田 温副会長

信君、立木
亮治君
小木曽輝英
君（中津川
CRC）

１2 月のお祝い

加藤幸平君ご夫妻 ・・・・１日
月度
のお
鈴村正樹君 ７〃
・・・・３日
祝
い
結婚
麦島寛也君
〃 ・・・・８日
鶴田 温 君 記念日
〃 ・・・１０日
原 眞平君
〃 ・・・１１日
松田周一君
〃 ・・・１４日

新年家族例会のご案内

親睦委員長 安藤正樹

平成 30 年１月 18 日(木) 木曽路にて 18 時 30 分点鐘
～ご家族の皆様、多数のご参加
お待ち致しております～

今後の例会予定

１２月２１日＝普通例会
中津川商工会議所会頭 杉本 潤氏 卓話 ／社会奉仕委員会担当
※12 月度定例理事会 13：35～
２８日＝クラブフォーラム
「神戸館」にて 11：30～
１月 ４日＝５日（金）消防出初式に移動
「中津川文化会館」にて 9：00 点鐘
１１日＝１０日(火)十日市に移動 「西宮神社」にて 9：00 点鐘
１８日＝新年家族例会
「木曽路」にて 18：30 点鐘
２５日＝例会前に健康診断 （11：30～12：20）
／職業奉仕委員会担当
普通例会
／情報・研修委員会担当
※1 月度定例理事会 13：35～

ニコボックス
★ ２７６０愛知江南ロータリークラブから来ました。本日

７月度のお祝
杦本哲一君
い はお世話になります。
結婚記念
★中津川の皆様には日頃から多方面にわたりお世話になっ
日
ておりますことをお礼申しあげます。久しぶりに例会にう
かがいしました。よろしくお願い申しあげます。
山本好作君

会長の時間
林 彰会長

地域活動委員会
加藤景司委員長

★笠木 茂様、前田青邨展ではお世話になりました。また本
日は例会にて、お話をお聞きできること嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。ビジター恵那ＲＣ山本
好作様、江南ＲＣ杦本哲一様歓迎申し上げます。
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★笠木美術家協会会長様のお話を楽しんで拝聴させて頂き
ますよろしく。恵那ＲＣ山本会頭ようこそいらっしゃい。
伊藤 昇君

★笠木 茂先生ようこそ中津川ＲＣへ。本日の卓話よろしく
お願いします。

～１２月２日～の記録
小木曽孝司君、丸山充信君、立木亮治君
出席報告
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
27／69
小木曽輝英君（中津川
CRC）
11/30 補正出席率

56／69

事業として、野球を通して青
少年の健全な育成を図ると
いう思いでこの事業を計画
してまいりました。今日はしっ
かりと覚えて帰ってくださ
い』林 彰会長

★笠木先生のご来会をご歓迎申し上げます。卓話拝聴させて
原 眞平君

★笠木茂先生本日の卓話有難う御座います。残念ですが出張
の為拝講出来ません。笠木先生の益々のご活躍をお祈りし
ます。

鳴海伸明君

★この 28 日結婚記念日に美しい花を頂きました。ありがと
う。

塚田 晃君

★恵那商工会議所会頭山本好作様ようこそお越し頂きまし
た。歓迎致します。

波多野一夫君・勝野安和君

★先日は結婚記念の花を頂戴しありがとうございました。こ
れで一年間安く夫婦円満でいけそうです。

39.13％
81.15%

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
メーキャップ
お
祝 い
村上幸博君、堀 務君、郷原基幸君、小木曽孝司君、
結婚記念
７月度のお祝
日
丸山充信君、立木亮治君、小木曽輝栄君（中津川 CRC）
い 結婚記念
日
『中津川 RC６０周年の記念

可児 力君・田口義也君

いただきます。よろしくお願いいたします。

ゲスト
笠木 茂氏

『伊藤選手、高橋選手から教え
ていただいたことを大切にし
て、普段の野球に取り組んでく
ださい』
中津川市トップアスリート
交流事業実行委員会
委員長・丸山充信様

佐藤好哉君

中津川市副市長
大井久司様よりご挨拶

★本日は地域活動委員会で洋画家笠木 茂先生をお招きしま
した。素晴らしいお話を頂けることと楽しみにしています。
心より歓迎申し上げます。

加藤景司君・鈴木雅彦君

★先ほど「結婚記念日のお花を頂いた」と妻から連絡があり、
大切な日を思い出しました。今年も有難う御座います。今
日は早く帰宅します。

市川 誠君
中日ドラゴンズ 高橋周平選手

本日のご申告 ４３．５ポイント（累計 609.5 ポイント）

伊藤準規投手

みんな眼を輝かせながら、憧れのプロ野球選手から指導を受けていました

～１１月３０日～の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
11/16 補正出席率

43／69
69／69

62.32％
100%

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
ビジター
お 祝 い
結婚記念
杦本哲一君（愛知江南
RC） 山本好作君（恵那 RC）
７月度の
日
お 祝 い
小木曽孝司君、丸山充信君、立木亮治君
結婚記念
小木曽輝英君（中津川
CRC）
日

出席報告
ニコボックス発表
可児 力委員長
小縣一夫君

米山記念奨学会表彰
原 眞平君
加藤景司君

小木曽孝司君、丸山充信君、立木亮治君

桂川邦俊国際交流委員長挨拶

小木曽孝司君、丸山充信君、
立木亮治君
小木曽輝英君（中津川 CRC）

鳴海伸明実行委員長挨拶

トークショー

小木曽孝司君、丸山充信君、立木亮治君
小木曽輝英君（中津川 CRC）

クラブテーマ【 地域と共にロータリーの輪を広げよう 】
１１月度定例理事会 開催報告

＊会長、副会長、幹事、会長エレクト、親睦委員長は、
3000 円程度の景品をお願いします。

2017 年 11 月 30 日（木）２階会議室にて 13：35～
出席者：林 彰君・波多野一夫君・鶴田 温君・塚田 晃君
田口義也君・後藤大作君・可児 力君・安藤正樹君
佐藤好哉君・前野求重君・桂川邦俊君・三宅正朗君

４）
「健康診断」について
／職業奉仕委員会
議長：会長 林
彰
司会：幹事 後藤大作 ① 検査日 平成３０年１月２５日(木)
11：30～12：20 例会前に実施

会長挨拶
【議題】
（１)

☆承認

１２月・１月の例会プログラムについて
／例会運営委員会

☆承認
（２）１１月・１２月度定例理事会について
／幹事
１２月２１日(木)例会終了後 ２F 小会議室
１月２５日(木)例会終了後 ２F 小会議室

② 診断卓話 平成３０年３月１５日(木)
奉仕会員名 服部愛弘医師
☆承認

５）
「2018～2019 年度役員・理事」について
／役員理事指名委員会
☆承認
（田口会長エレクト）

(３）
「新年家族例会」について
開催：１月１８日（木）
「木曽路」にて１８：３０点鐘
／親睦委員会
＜新年家族例会プログラム＞

会 長（承認済）

田口 義也君

会長エレクト（承認済）吉川 義康君
直前会長

林

幹事（承認済）

志津 竜良君

２．国歌斉唱

副会長

前田 僚之君

３．ソング＝奉仕の理想

副幹事

安藤 正樹君

４．会長の時間

会場監督

岡山 金平君

５. １月度のお祝い

理 事

酒井 康孝君

６．皆出席バッチの贈呈

理 事

桂川 邦俊君

理 事

高田 信浩君

理 事

鈴木 力君

理 事

鈴木 康之君

１．開宴挨拶・・・・・・・・・・・ 安藤正樹親睦委員長

理 事

長野 和夫君

２．ご夫人の紹介 ・・・・・・・・ 後藤大作幹事

理 事

山本 亮君

例 会

18：30～

１．開会点鐘

７．出席、委員会、ニコボックス、幹事報告
８．閉会点鐘
懇親会

司会

親睦委員会

３．乾杯発声・・・・・・・・・・・ 波多野一夫直前会長
４．木曽路店主

挨拶

５． ～宴会～

ビンゴゲーム

６．次年度会長挨拶・・・・・・・・田口義也会長エレクト
７．手に手つないで
８．締めの挨拶・・・・・・・・・・ 鶴田温副会長
予 算

出席予定者 ･･･ 会員・夫人・事務局／計 75 名

彰 君

☆承認

６）クラブ会則並びに運営規程の変更について
／林 彰会長

国際交流事業「野球教室＆トークショー」掲載記事

・会則第４条［会員］の改定案
４ ゴールド会員シルバー会員の基準に達した会員に
対してその年度の３月末日迄に書面にて通知する。
希望する者は所定の申請用紙で行う。
会員登録変更は年一度７月１日とする。
・規則改定に伴い会則 第２１条 〔付則５〕の追記
第２１条 〔付則５〕
この会則は一部を改正し 2012 年 7 月 1 日より施行する
会則 第４条 ［会員］に追記する。
☆承認
岐阜東濃グループ 12 月2 日(土) 多治見市産業文化センター

インターシティー・ミーティング（ＩＭ ）
ホスト
多治見西ロータリークラブ

ガバナー補佐挨拶

来賓挨拶

佐藤八郎ガバナー補佐 古川雅典多治見市長

12/3 中日新聞朝刊
小木曽孝司君、丸山充
信君、立木亮治君
小木曽輝英君（中津川
CRC）

ガバナー挨拶
田山雅敏ガバナー

小木曽孝司君、丸山充信君、立木亮治君
小木曽輝英君（中津川 CRC）

12/10 三野新聞
基調講演

クラブ活動報告

加藤智子氏（多治見 RC）

林 彰会長

カウンセラー講評
剱田廣喜直前ガバナー

小木曽孝司君、丸山充信君、立木亮治君
小木曽輝英君（中津川 CRC）

懇親会アトラクション
小木曽孝司君、丸山充信
ＩＭ参加者
林 彰会長、鶴田 温副会長、後藤大作幹事
君、立木亮治君
塚田 晃君、田口義也君、波多野一夫君
小木曽輝英君（中津川
志津竜良君、佐藤好哉君、可児
CRC）力君、市岡孝之君
勝野安和君、佐藤 均君、三宅正朗君

ロ ー タリーレ ー トの お 知 ら せ
2017 年 12 月は １㌦＝112 円になります。（11 月は 112 円）

小木曽孝司君、丸山
中津川四クラブ会長幹事懇談会開催報告
充信君、立木亮治君

開催：12 月 5 日(水) 「しろやま」にて
18：00～
小木曽輝英君（中津
出席者：林会長、後藤幹事、事務局。
川 CRC）
※(一社)中津川青年会議所 次期役員紹介
2018 年度 理事長 鳴海宏樹君（(株)鳴海組）
〃
専務理事 岡山拓矢君（(株)岡山工務店）
※次回 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペについて
2018 年 4 月 22 日(日)開催予定 (ﾎｽﾄ：中津川ＣＲＣ)

他クラブのご案内
中津川センター＝12 月 25 日(月)特別休会
恵 那 ＝12 月 26 日（火）特別休会
瑞 浪 ＝12 月 22 日（金）特別休会
12 月 29 日（金）年末休会
土 岐 ＝12 月 11 日（月）18：30～たわらや 忘年例会
12 月 25 日（月）特別休会
多治見西＝12 月 21 日（木）18:00～木曽路 忘年例会
12 月 28 日（木）特別休会
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝12 月 19 日(火)12:45～オースタット
国際ホテル多治見 IAC 合同例会
12 月 26 日(火) 特別休会

