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クラブテーマ 【 職業奉仕で育む ロータリーの和 】
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ゲスト紹介

本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．ソ ン グ ＝ ｢奉仕の理想｣
３．ゲスト、ビジターの紹介
４．食事と交歓
５．会長の時間
６．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）
７．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
８．卓話 波多野一夫 R 財団補助金小委員会委員
「地区から見た中津川 RC の国際奉仕」
／国際交流委員会担当
９．閉 会 点 鐘
今後の例会予定
１０月１８日＝特別休会
２５日＝普通例会
/例会運営委員会/地域安心交流･広報委員会
卓話者：中津川観光協会会長 大井久司様
「中津川市の観光について」
※10 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～
１１月 1 日→１０月２８日(日)
「中津川ふるさとじまん祭菓子まつり」に移動
東美濃ふれあいセンター入口 11:00～
８日＝特別休会
１５日＝三重RC 歓迎例会
／国際交流委員会担当
歓迎例会 17：30～

ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙﾌﾟﾗｽ ﾌﾚｽｶ

歓迎懇親会 18：00～

〃 ﾌﾞﾗｳﾞｨｱﾝ

二次会 (20：00 頃)

〃

ﾌﾚｽｶ

１６日(金)三重 RC 朝食会 ホテル花更紗 8：00～
２２日＝普通例会
／財団担当委員会担当
卓話者：吉村庸輔財団研修委員長
「財団担当セミナー報告」
※11 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～
２９日→１２月２日(日)「六斎市」に移動
中津川ＲＣ委員会行事予定

中学校出前講座 10 月 24 日(水) 第二中学校 10：15～
パスト会長会議 10 月 25 日(木) 長多喜
18：00～
第２回ＩＤＭ
11 月 8 日(木） 更科
18：30～

地区ロータリー財団部門 補助金小委員会
グローバル補助金担当

波多野 一夫君（中津川 RC）
生年月日：1951 年(昭和 26 年)1 月 27 日
事業所：
（株）成栄建設 代表取締役
ロータリー歴
1992 年 1 月

中津川 RC 入会

2001～02 年

東濃 9 クラブ親睦委員会会議開催

2004～05 年

中津川 RC 幹事

2011～12 年

中津川 RC 国際交流委員長

2011～13 年

地区 R 財団補助金委員

2013～14 年

地区 R 財団補助金小委員会副委員長

2014～15 年

中津川 RC 副会長・米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ

2016～17 年

中津川 RC 会長

2018～ 現在 地区 R 財団補助金小委員会委員

会長の時間

田口義也会長

職業シリーズ③

こんにちは、今日の例会は後一ヶ月に迫って参りました
11 月 15 日の台湾三重 RC 訪日歓迎例会を前に、国際交流委
員会担当例会として開催しています。後ほど高田委員長より
ご紹介頂きますが、本日の卓話 波多野パスト会長宜しくお
願い致します。
さて、今月は私の職業に付いての第３段と言うことで話を
させて頂きます。私は 40 歳で起業するまで、名古屋の総合
コンサルタントに勤務していました。少々古い話になります
が、国際交流に関連付けまして、仕事を通して国際協力をし
た話をさせて頂きます。一度は耳にしたことが有ろうかと思
いますが、
「JAICA」と呼ばれている日本国が開発途上国へ
の専門家派遣や人材養成等を目的に技術協力を行なってい
る機関が有ります。また、開発途上国からの要請により、そ
のプロジェクトのニーズの可能性の調査等を行ない、民間建
設コンサルタントと協力して社会基本整備等に関する形成
支援行なっている、IDI と呼ばれる国際建設技術協会が有り
ます。前置きが長くなりましたが、この２機構の要請により
インドネシア カリマンタン島での基準点測量と水準測量に
協力した話をさせて頂きます。

～１0 月４日～ の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
9／27 補正出席率

38／66
45／66

57.75％
68.18%

会員総数７３、出席免除者７名

ゲスト

RI2630 地区米山記念奨学部門委員会 村瀬祐治委員長

ビジター

岐阜東濃グループ 水野五郎ガバナー補佐

会長の時間
田口義也会長

皆出席表彰
原 眞平君 19 年

メーキャップ 波多野一夫君（地区財団委員会）
ジター
ニコボックス

★平素より米山記念奨学会にご理解・ご支援を頂きありがと
うございます。本日、米山奨学生の話をさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

第 29 回米山功労ｸﾗﾌﾞ表彰

RI2630 地区米山記念奨学部門委員会 村瀬祐治委員長

卓話者紹介
嶋崎兼之米山委員長

★本日は AG としてではなく、三尾義彦先輩の一後輩として
出席させて頂きます。卓話を楽しみにしております。
岐阜東濃グループガバナー補佐 水野五郎君

★村瀬 祐治米山記念奨学部門委員長、遠方よりありがとうご
ざいます。米山記念奨学についてご教授よろしくお願い致
します。三尾パスト会長、卓話楽しみにしております。よ
ろしくお願い致します。水野五郎ガバナー補佐、ようこそ
いらっしゃいました。歓迎いたします。
会長・田口義也君、副会長・前田僚之君、幹事・志津竜良君

★上海米山学友会発足について卓話をさせて頂きます。
三尾義彦君

★本日は米山委員会担当例会です。村瀬委員長、三尾パスト
会長、卓話よろしくお願い致します。
米山奨学委員長・嶋崎兼之君、国際交流委員長・高田信浩君

★三尾義彦パスト会長、例会出席歓迎します。卓話よろしく
お願い致します。
原 満夫君
★三尾義彦パスト会長、例会出席歓迎します。卓話よろしく
お願い致します。皆出席表彰をいただきました。原 眞平君
★三尾義彦パスト会長、本日の卓話を 16 年前に戻り懐かしく
拝聴します。村瀬委員長、水野 AG のご来訪を歓迎致しま
す。
岡山金平君
★米山記念奨学村瀬委員長、岐阜東濃グループ水野ガバナー
補佐、ようこそ中津川 RC へ。三尾義彦パスト会長、本日
の卓話よろしくお願いします。
可児 力君
★地区米山記念奨学村瀬委員長、東濃グループ水野ガバナー
補佐、ようこそ中津川へ
波多野一夫君
★地区米山委員会、村瀬委員長のご来場ありがとうございま
す。上海米山学友会について、三尾パスト会長の卓話を拝
聴致します。
林
彰君
★本日の米山奨学委員長担当の卓話、楽しみにしています。
三尾パスト会長、よろしくお願い致します。水野ガバナー
補佐のご訪問、誠に有難うございます。
吉川義康君
★三尾パスト会長の卓話、拝聴させていただきます。
長野和夫君、山本 亮君

★本日の卓話、村瀬地区米山委員長様、三尾義彦パスト会長、
宜しくお願い致します。
齊藤 隆君
★早退します。
1名
本日の申告 52.5 ポイント(累計 522.5 ポイント)

卓話
「米山奨学事業の目的と
卓話
特別寄付金について」 「上海米山学友会について」
米山記念奨学部門
三尾義彦義彦パスト会長
村瀬祐治委員長

ＣＬＰ委員会開催報告
開 催：10 月 4 日(木)18：30～ チャイニーズ勝宗
・地区委員の選出について
・ゴールド会員・シルバー会員への通達次期について
・長期的な会員増強計画について
出席者：田口義也会長、前田僚之副会長、志津竜良幹事、
林 彰直前会長、岡山金平会場監督、
吉川義康会長エレクト、安藤正樹副幹事

友愛の席

恵那饅頭

二葉軒

味わい深い素朴な餡の甘味の酒蒸し饅頭

地区・その他の予定
地区大会
１０月１３日(土)･１４日(日) 岐阜都ホテル
第２回Ｒ財団研修セミナー
１０月２０日(土) ホテルグリーンパーク津
ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨｨﾝｸﾞ）
（ﾎｽﾄ：多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC）
１１月１０日(土) 多治見バロー文化ホール

