
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

  点 鐘 

  ロータリーソング  我等の生業 四つのテスト 

  会長挨拶  

  出席・スマイル報告    

  委員会報告 

  幹事報告  

  第 49 期決算報告（資料配布）山田正史君 

  第 49 期監査報告      幹事（代理） 

  第 50 期予算報告（活動計画書 P.32）服部賢治君    

  第 50 期年間行事発表（活動計画書 P.27）佐藤八郎君  

委員長挨拶 会員増強       伊藤義弘君 

        職業奉仕       各務和宏君 

        Ｒアクト・青少年  古田徳夫君 

        国際奉仕         加藤健治君    

        Ｒ財団・米山     関谷好弘君 

        親睦活動       加藤真左子君 

        Ｒ情報        佐藤八郎君 

  点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着信書類 

・2015～16 年度ガバナー事務所・地区大会事務     

 所開設の案内 〒513-0809 鈴鹿市西条 4－20 

           ギャラリーオカモト 102 

・2015～16 年度ガバナーエレクト事務所開設の案内 

   〒506-0011 高山市本町 1－2 飛騨信用組合

本町サテライト出張所 3F 

・多治見駅北土地区画整理事業多目的広場整備工 

事起工式の案内 日時：7 月 21 日（火）11:00 

場所：多治見市音羽町 1 丁目地内 

・陶技学園盆踊り大会の案内 

  7 月 23 日（木）18:15～20:30 陶技学園駐車場 

・ロータリーの友電子版の案内 

ホームページについて 

OA ビジネスサポート大嶽さんのご協力で 

多治見西 RC のホームページが第 50 期版に 

更新しました。是非ご覧ください。 

    http://tajiminishi.jimdo.com/ 

 

2015～2016 年度 第 50 期会長テー

マ 

 「みんなで祝おう 50 周年」 

 

 

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 関谷泰久   幹事 佐藤正 
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    Weekly Report 

   2015～2016 年度 第 50期会長テーマ 

  「みんなで祝おう 50 周年」 

                       

  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 

創立 30周年記念誌 創立 40周年記念誌 

創立 10周年記念誌 

創立 20周年記念誌 

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 関谷泰久 

幹事 佐藤 正 

 

2015-2016 年度国際ロータリー 

第 2630 地区ホームページ開設 

   http：// rid2630suzuka.org 
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理事会報告 

① 会長挨拶          

② 幹事より 7 月の行事予定確認 

③ 第 50 期年間行事と予算の承認 

④ 50 周年記念実行委員会組織構成の承認 

⑤ ガバナー補佐訪問についての説明 

⑥ ガバナー公式訪問について 

8 月 20 日（木）ホストクラブ:多治見西 

会場設営担当：SAA 執行部 

昼食担当：親睦委員会 

※会員の皆様のご協力をお願いします。 

⑦ 新会員について クラブ会員への発表を承諾 

⑧ 協賛金について 

多治見少年少女合唱団  10,000 円 承認 

多治見国際交流協会   10,000 円 承認 

ジュニアオーケストラ   5,000 円 承認            

多治見市制記念花火大会 10,000 円 承認 

多治見市発明くふう展   5,000 円 承認 

多治見まつり      10,000 円 承認 

東濃新報社暑中見舞広告依頼 10,000 円 承認 

東濃特別支援学校震災ボランティア活動  保留 

先週の記録 

●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 

32 名 4 名 94.11％ 

●スマイル報告 投函者 34 名  金額 51,000 円 

1年間よろしくお願いします。     関谷泰久 

ガバナーの任務を 6月 30日で終わりました。 

皆様の友情とご理解に感謝致します。  石垣智康 

前回の最終例会で出席優良会員として思いがけず表

彰され記念品を頂きました。日頃の健康に感謝し且

つ幸せに感じました。         関谷好弘 

第 50期会長関谷さん頑張って下さい。  

関谷丸の出発、ご苦労様です。 

松本 昇 今井義郎 佐藤正 山﨑正司 谷口津富 

佐藤八郎 伊藤正雄 山下智久 松浦毅 

各務様ウィークリーレポートのバックナンバーをお

貸し頂き有難うございました。     森田宏治 

出席・スマイルよろしくお願いします。 大岩順子 

籾井収地区代表幹事（鈴鹿シティ RC）挨拶より 

ガバナー事務所の引き継ぎがありま

して、例会にも出席させて頂きました。

石垣前ガバナー、前地区幹事の皆さん

のご指導もあり 7 月 1 日よりガバナ

ー事務所が無事スタート致しました。 

本日は色々勉強させて頂きたいと思っております。 

幹事挨拶  佐藤正君 

12 年前の幹事以来 2 回目です。 

今回は緊張しています。この間勉強

した訳でもなく何か進歩した訳で

もないので当時と多分変わらない

と思います。ただ今年は節目の 

50 年、会長も賢明に頑張っておられます。会長がや

りたいことが十分出来るよう自分はそれを陰で支え

ていければいいかなという思いでいっぱいです。最

近では会員が減ってきています。会員増強に力をい

れなければいけない状況だと思います。そのために

は皆様のご協力が必要です。よろしくお願いします。 

副会長挨拶 中島竹壽君 

今回副会長になりました。まだ私も

入会して 4 年しかたっておりませ

ん。ロータリーのこともまだわかっ

ていないので、勉強しろということ 

で副会長になったんだと思います。一年間宜しくお

願いします。 

副幹事挨拶 柘植途始江君 

ここに立っているのが恥ずかしい

ような足が震えるような感じです。

ロータリーに入会して 10 年になり

ます。今年は 50 周年ということで

色々な思いがあます。まだロータリ 

ーのことを理解しているわけではありませんが 50

周年と自分の 10 周年を重ねて一歩でも一人の人間

として成長できるように、また会長の足を引っ張ら

ないように頑張って行きたいと思います。 

会計挨拶 服部賢治君    

50 期の会計を担当することになり

ました。皆様からお預かりした大切

な会費を皆様のために使わせてい 

ただきます。一年間よろしくお願いします。 

ＳＡＡ挨拶 伊藤正雄君 

ＳＡＡは鬼軍曹のような感じと言いま

すが、優しい軍曹になろうと思います。

外に向かっては西クラブを守るために

戦いますが、クラブの中にいる皆さん

には丁寧に説明し西クラブのために 

色々企画していきます。45 期の会長のときの経験を

いかして 50期の会長を支えて行きたいと思います。 

委嘱状配付 

  加藤真左子君  

   佐藤八郎君 

   山田正史君 


