
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 50 期ガバナー補佐訪問例会 

 

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 

  ビジター紹介及び会長挨拶  

  出席・スマイル報告     

  委員会報告 

  幹事報告  

  入会式  新会員  森田誠君 

    新会員紹介 中島竹壽君 

    ロータリーバッジ授与 

    新会員挨拶 

  鈴木捷也ガバナー補佐卓話 

  質疑応答 

  I.M.実行委員からのお願い・説明 

  

  点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木捷也ガバナー補佐ご紹介 

氏 名 鈴木捷也君 

生年月日 昭和 18 年 1 0 月 22 日 

職  業 ㈱エヌ・エス・ピー  

代表取締役会長 

事業所  〒508-0101 

             岐阜県中津川市苗木 9167 

職業分類    住宅機材 

中津川センターRCより 

郷原基幸君（IM 実行委員）中津貨物自動車（株） 

生年月日 S39．4．16  入会 H20．7 月 

淺井達雄君 中京学院大学 特任教授 

生年月日 S22．3．23 入会 H25．1 月 

丹羽大祐君  恵那眼鏡工業（株）  

生年月日 S42．6．4   入会 H23．7 月 

 

 

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 

 

Weekly Report 

 

第 2383 例会 2015 年 7 月 16 日 

 

 

 

 

    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 

 

I.G.M.(Aグループ)について 

日時：7 月 16 日（木）18：00 場所：松正 

リーダー 嶋内龍男  サブリーダー 谷口津富 

出席者 稲垣 昇 飯田利夫 山﨑正司 

    古田徳夫 加藤真左子 森田宏治 

R 情報 佐藤八郎   執行部 関谷泰久 
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新入会員ご紹介 

        氏 名  森田 誠君 

        生年月日 昭和 39年 4月 13日 

        東濃信用金庫本店 本店営業部長 

        多治見市本町 2－5－1 

        血液型 O 型  

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 

28 名 6 名 82.35％ 

●スマイル報告 

投函者 19 名  金額 20,000 円 

50周年記念実行委員長挨拶より   松本昇君 

50 周年記念事業実行委員会委員長を

拝命しました。 

正直なところ、50周年事業については

影から応援できればいいと思ってい

ました。会長からお話を頂き、 

ふと気づくと私が 40 周年会長の時にお世話になっ

た副会長の佐藤君、幹事の服部君、副幹事の関谷君

が今回 50期の執行部をされています。これは断れな

いと思い引き受けました。西クラブ 50 周年を皆さん

のお力を借りて成功させたいと思います。 

よろしくお願いします。（抜粋） 

49期決算報告 50期予算報告 50期年間行事発表 

 

 

 

 

山田正史君   服部賢治君   佐藤八郎君 

各委員会活動計画の発表 

出席・スマイル委員会 

最終例会に出席率上位の方に記念品を贈る。 

例会場に早めに出席し、会員の皆さんが毎回ニコニ

コボックスに寄って頂くような雰囲気作りを行う。 

会員増強委員会  

会員増強の中長期計画を提案する。 

勧誘の為の資料を用意する。西クラブの良さを具体

的に表して増強へ繋げる。 

職業奉仕委員会 

職業に関する専門的な知識を得る機会を設定する。 

49 期から引継ぎで陶芸家安藤日出武先生の窯入れ

の見学を計画しています。 

社会奉仕委員会 

創立 50 周年の記念事業と関連して学校教育に有効

な機材の提供をする。各種団体の社会奉仕活動を紹 

介して参加出来るものには参加していく。環境保全

に関する情報の提供を進める。 

ローターアクト・青少年委員会 

メンバー減員から活動中止になっています。一日も

早い復活を目標に青少年の健全な育成ボランティア

活動を支援する。新会員を紹介していく。 

国際奉仕委員会 

台湾苗栗 RC と協力して児童書画展の展示会を行う。 

台湾苗栗 RC との姉妹提携を継続し調印式を行う。 

米山奨学生の交流活動を行う。 

ロータリー財団・米山委員会 

11 月の財団月間を通して財団についての卓話の講

師を招きさらに理解を深めて貰う。会員一人当り年

間 150ドル寄付について全会員に要請したい。 

米山は従来通り一人当たり 10,000 円寄付して頂い

ていますが、更に増額をお願いしていく。 

親睦活動委員会 

毎月のお祝い例会にて、誕生日・記念日のお祝いを

する。会員相互の親睦や家族間の親睦の為に例会を

企画する。今回はマンネリを打破する企画をしたい。 

ロータリー情報委員会 

今までのようにロータリーを社会に宣伝しようとい

う意味よりロータリーを勧めている努力を広く社会

に開示していきたい。CLP はよくクラブ活性化の薬

に例えられますが良く効く薬は副作用が強いと言わ

れます。焦らず着実にロータリアンの意識改革に取

り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

伊藤義弘君    各務和宏君   古田徳夫君 

 

 

 

 

 

加藤健治君    関谷好弘君  加藤真左子君 

来週のお知らせ 

 7 月 23 日 お祝い例会 点鐘 12:30  

場所：例会場 

 ※ いつも通り例会前に食事を済ませて下さい 


