
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

岡田信春ガバナー公式訪問 

「過去、現在・今、行動するロータリアン」 

～会長賞に挑戦しよう～ 

岡田信春ガバナーご紹介 

生年月日  1951年 5月 5日 

職業分類  事務用品製造 

所属クラブ 鈴鹿シティ RC 

略 歴 

大同工業大学卒業  

株式会社サンケイ入社 

1974年 三惠工業株式会社 

1981年 株式会社サンケイ 代表取締役就任 

1991年 株式会社ギャルド 代表取締役就任 

ロータリー歴 

1991年     鈴鹿ベイ RC入会 

1997年     鈴鹿シティ RC移籍 

1997～1998年  鈴鹿シティ RC初代会長 

1998～1999年  鈴鹿シティ RC会長 

2005～2006年   鈴鹿・亀山グループガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 職 

 一般社団法人 日本オフィス家具協会理事 

 公益社団法人鈴鹿法人会 常任理事 

 鈴鹿商工会議所 議員 

 

本日のプログラム 

① 開会点鐘    多治見西 RC 会長 関谷泰久 

② 国歌斉唱    「君が代」 

③ ロータリーソング 

「奉仕の理想」「四つのテスト」 

④ ゲスト紹介・会長挨拶 

    多治見西 RC会長 関谷泰久 

⑤ 地区委員紹介及びガバナー補佐挨拶 

           鈴木捷也ガバナー補佐 

⑥ 出席報告          3RC出席委員長    

⑦ 卓 話          岡田信春ガバナー 

質疑応答 

⑧ 会長謝辞     多治見 RC会長   佐藤円一郎 

⑨ お礼贈呈     多治見西RC会長   関谷泰久 

⑩ 閉会点鐘 多治見リバーサイド RC会長 水野五郎 

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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第 2386 例会 2015 年 8 月 20 日 50周年記念式典まであと 246日 

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 
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本日のゲスト 

鈴鹿シティ RCより 

地区代表幹事             籾井收君 

地区幹事          杉本弘次君 

地区代表幹事補佐      廣田隆君 

中津川センターRCより 

東濃グループガバナー補佐   鈴木捷也君 

      ガバナー補佐幹事   丹羽大祐君 

理事会報告 

① 会長挨拶          

② 幹事より 8月の行事予定確認 

③ ガバナー公式訪問についての確認 

④ I．M．について 

       日時：11月 29日（日）     

      出席義務者の確認 

⑤ 基本財産積立金の取り扱いについて 

 理事会での承認後 8月 27日の例会にて 

 会員の承認を図る。 

⑥ 岐阜県立東濃支援学校「震災ボランティア」 

協賛金      スマイルより 30,000円  

⑦ 多治見市社会福祉協議会賛助会費 

         スマイルより 10,000円 

先々週（8月 6日）の記録 

●出席報告 

会員数 39 名 免除者 6 名 出席義務者 33 名 

出席者 欠席者 出席率 

31 名 ４名 88.57％ 

ビジター   土岐 RC 副会長  水野清司君 

●スマイル報告  

投函者 26 名  金額 31,000 円 

土岐ロータリークラブの水野清治です。今日はお

世話になります。会員卓話があるそうです。楽し

みにしています。多治見西 RC の発展を祈って。 

                 水野清治 

皆様こんにちは。暑い日が続いております、体を

大事にして下さい。創立 50 周年の委員会を 9 月

ころから始めたいと思っていますのでよろしく

お願いします。          松本昇 

誕生日に素敵なプレゼントを頂きありがとうご

ざいました。            森田宏治 

会長挨拶より R財団セミナー報告 

7 月末の日曜日に財団セミナーへ行ってきました。 

財団のお金がどのように使われているかという

説明がありました。一番記憶に残ったことは今年

の寄付額が 3年後の補助金に影響するという説明

がありました。使い道についての説明がありまし

た。予算の 92％がロータリーの色々な活動に使わ

れています。管理費はわずか 2パーセントであり

奉仕団体としては健全な運営をしている評価を

いただいているという話がありました（抜粋） 

土岐 RC 水野清治君挨拶より 

土岐 RC 副会長の水野清治です。

我々は 7 月 1 日土岐 RC と土岐中

央 RCが合併となり、土岐 RCとな

りました。会員数が 40 名です。

合併という話は自然と出てそれ 

が本格的になりました。お金など色々な問題があ

り大変なこともありましたが、助かったことは土

岐中央チャーターメンバー2名の方が合併に大賛 

成して頂き歯車が動いたのだと思っています。                       

先週の卓話 

各務成喜君 

「8月 15日終戦記念日報道の真実」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 50期米山特別寄附金について 

米山記念奨学会特別記念奨学金 

  7月 27日に振り込みました。 

   10,000円×39名＝390,000円 

 ※確定申告用領収書は翌年 2月にお渡しします。

ネパール震災義援金の報告（月信 8月号より） 

 義援金総額 2,760,352 円を国際ロータリー第

3292 地区（ネパール地区）全額送金しました。 

ご協力有難うございました。 

来週の予定 8 月 27 日（木）お祝い例会 

     点鐘 12:30 場所：例会場 

※例会前に食事を済ませて下さい。 

例会承認について 

8 月 27 日例会に於いて多治見西 RC 内規積立金規定第 3

条により下記事項について会員の皆様の承認を図ります。 

① 基本財産積立金口座（定期）を 50 周年実

行委員会口座へ移行する。 

② 多治見駅北口広場植樹の為の寄附金を多

治見市へ支払う 
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