
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 は 家 族 月 間 

年 次 総 会 

本日のプログラム 

点 鐘 

国歌斉唱       君が代 

ロータリーソング   奉仕の理想 

             四つのテスト 

会長挨拶 

出席・スマイル報告 

委員会報告 

理事会報告・幹事報告 

年次総会（開会宣言 会長） 

① 次期役員選挙  会長エレクト 

② 次々期会長 次期会計 次期理事 選挙 

          指名委員長 山口寛 

③ 次期会長（第 50 期）挨拶  関谷泰久 

④ 次々期会長（第 51 期）挨拶 中島竹壽 

  点 鐘 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

着信書類 

・RI会長ゲイリーCKホァンご夫妻をお迎えして 

 「ジャパン・ロータリーデーⅡin東京」開催の案内 

  2015年 2月 4日（水） 

  ホテルグランパシフィック LBDAIBA 

    登録料 17,000円 ガバナー事務所取りまとめ 

・平成 26年度多治見市制記念花火大会実施報告書 

・2014年 12 月のロータリーレイト 1 ドル 112円 

            （11月 1 ドル 106円） 

・東濃新報社より新春特別広告の掲載の依頼 

・2015年度多治見青年会議所定時総会式典と賀詞交

歓会の案内  2015年 1月 12 日（月・祝） 

     多治見市産業文化センター5F大ホール 

  スローガン「～未来志向～先を見据えて今を 

        切り拓け、私たちが未来を創る！」 

他クラブ例会変更のお知らせ 

土岐 RC → 12月 9日（火）点鐘 12：30 

       移動例会「千代田」 

多治見リバーサイド RC → 12月 9日（火）18：30 

       グランドティアラ 忘年家族例会 

 

第 2356例会 2014年 12月 4日 

 
国際ロータリー第 2630 地区東濃グループ 

多治見西ロータリークラブ  

2014～2015年度 第 49期会長テーマ 

 「楽しもうロータリーを」 

Weekly Report 

 

 

例会日 毎週木曜日 

例会場 産業文化センター 

事務局 多治見市新町 1-23-4F 

TEL  0572-25-5100 

FAX  0572-25-5101 

Email  n-rc@joy.ocn.ne.jp 

HP  http://tajiminishi.jimdo.com/ 

会長 山田正史 

幹事 篠田博文 

美濃焼こま犬（瑞浪市） 

mailto:n-rc@joy.ocn.ne.jp
http://tajiminishi.jimdo.com/


12月の例会行事 

4 日 年次総会  

11 日 卓話 SAA担当 

   美濃焼振興研究会 今枝寛彦様 

18 日 親睦家族忘年例会 

 グランドティアラ 点鐘 18：00 

25 日 特別休会 

7 日（日）ローターアクト小委員会  

13：30～15：30 場所：じばさん三重   

出席要請者：会長 委員長 

13 日（土）多治見 RAC クラブ行事  

飲みにけーしょん例会 場所：とりあえず五平  

19：00～21：00 出席者：委員長 

23 日（火・祝）多治見 RACクラブ行事  

チャリティボウリング例会 

多治見パークレーンズ 10：00～12：00 

（平成 27年 1月の予定） 

 1月 1日 休会 

1 月 5 日 多治見商工会議所新春賀詞交歓会  

産業文化センター5F 大ホール 

10：00～11：00 

1 月 8 日 定例理事会 11：15 3F 特別会議室 

新年互礼会 お祝い例会  

            （お誕生日 古希 喜寿 傘寿） 

    例会後 第 50期第 1回理事会 3F特別会議室 

           議題：委員会構成の承認 

1 月 12日 多治見青年会議所定時総会及び 

賀詞交歓会   受付 14：30 

産業文化センター5F大ホール 

インターシティミーティング（I.M.） 

2014年 11月 30日（日） 

会場：セラミックパーク MINO 

ホスト：多治見 RC テーマ「まずは心豊かに」 

 昨今の世界情勢、毎日の身の回りのニュースを見

ても心寒くなる出来事に触れることが多くありま

す。一人ひとりがほんの少し思いやりをもつことで

きっと身の回りが、世界が、変わることがあると思

います。そんな思いでテーマ掲げさせていただきま

した。（ホストクラブ会長挨拶より） 

 

 

 

 

先週の記録 (お祝い例会) 

●出席報告 

会員数 38 名 免除者 6 名 出席義務者 32 名 

出席者 欠席者 出席率 

28 名 6 名 82.35％ 

メーキャップカード提出者 

    伊藤正雄 山下智久 （11月 30日 I．M．） 

●スマイル報告  投函者 24名 金額 26,000円 

   7月から 11月までの投函金額 496,500円 

 ※皆様のご協力に感謝いたします。 

初めまして！！現在 72 歳に向かっています。 

                 山﨑正司 

11 月のお誕生日 

 

 

 

 

 

 

山﨑正司君コメントより 

お久ぶりです。二年ぶりになると

思います。お誕生日のお祝いと結

婚記念日には会からお花を頂きま

した。有難うございます。 

一昨年体調を崩しまして検査を重

ね、昨年 11 月に手術をしました。 

おかげさまで 1 年が経過しました。今後は 3 ヵ月ご

とに検査をして様子をみていきます。今はそんな状

態ですが、どうにか生きています。 

ワンポイント・ロータリーNO.18 

地区補助金による活動の種類 

① 地域社会での人道的・教育的奉仕事業 

② 地域社会の発展に拘わる事業 

③ 青少年育成事業 

④ 保健にかかわる事業 

⑤ 災害救援活動 

⑥ 海外クラブとの協力事業 

⑦ 海外での小規模な奉仕事業 

⑧ 奨学金 

⑨ 職業研修チームの派遣・受け入れ 
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