
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月は基本的教育と識字率向上月間 

 

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  

 

卓話者紹介   直前会長 山田正史君 

   卓 話  多治見リバーサイドＲＣ会員 

            山本和彦君 

             「シカゴ珍道中」 

    点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者のご紹介 

山本和彦君 

多治見リバーサイドＲＣ会員 

生年月日  昭和 35 年 9 月 18 日 

（有）山本木工所 代表取締役社長 

家具製造販売業 

着信書類 

・地区大会登録の関係書類 

  日時：11 月 21 日（土）22 日（日） 

  場所：鈴鹿サーキット 

    参加登録 9 月 25 日（金）まで 

・９月のロータリーレイト 1 ドル 124 円 

・ハイライトよねやま 185 

・人権だより NO.62 

・米山梅吉記念館秋季例祭の案内 

  9 月 12 日（土）14:00 米山梅吉記念館ホール 

他クラブ例会変更のお知らせ 

中津川ＲＣ       

中津川センターＲＣ 

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 2388例会 2015年 9月 3日  50周年記念式典まであと 231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 

 

→ 9 月 10 日 

 2ＲＣ合同例会「勝宗」 
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会 長 挨 拶 

                関 谷 泰 久 

 会員の皆様には、日頃からロータリー活動にご協

力を賜り、誠にありがとうございます。７月はスタ

ートの月、８月は夏休みとガバナー公式訪問があり、

あっという間の２ヶ月でした。ガバナー公式訪問は、

我がクラブが主管する、最初の大きな公式行事でし

た。地区経験者の皆様にはお知恵をいただき、会員

の皆様の力で、無事終了することができました。出

席率も高く、多治見西ロータリークラブのパワーを、

再確認させていただきました。さて、８月末の例会

で、５０周年に関連する口座の移行や、記念事業に

対する支出をご承認いただきました。９月と１０月

は対外的な大きな行事や、地区の行事もありません。

松本実行委員長を中心に、５０周年記念行事の準備

を加速していきたいと思っています。公式訪問で、

見せていただきました皆様のパワーをもって、ご協

力いただくことをよろしくお願いいたします。 

9月の例会行事 

3 日 卓話 直前会長担当 

多治見リバーサイド RC  

山本和彦君 「シカゴ珍道中」 

10 日 卓話 副ガバナー担当 

ロータリの友委員 加藤真左子君 

「ロータリーの友について」 

17 日 卓話 R 情報委員会担当 

R 情報委員長 佐藤八郎君 

24 日 お祝い例会 

米山奨学生へ奨学金 

 12 日（土）米山奨学生の中間報告激励会・懇親会 

名鉄ニューグランドホテル 7 階花の間 

受付 10:30  

出席者：鍾 卓螢 ・米山カウンセラー 

山田正史 

 17 日（木）I.G.M.（B グループ） 

      場 所：松 正 時 間:午後 6 時 

出席者：リーダー伊藤正雄 サブリーダー 齋藤明 

    関谷好弘 各務成喜 石垣智康 黒川公男 

    大澤大二 安藤宏  大嶽政彦 森田宏治 

    （R 情報）山口寛 （執行部）中島竹壽 

先週の記録 

●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 

28 名 8 名 77.77％ 

             8 月の出席率 86.0％ 

●スマイル報告 

       投函者 18 名  金額 20,000 円 

8 月のお誕生日おめでとうございます。関谷泰久 

孫がバスケットで東濃のレギュラーに選ばれたこと

を嬉しく思います。       大岩順子 

例会承認について 

① 基本財産積立金口座（定期）を 50 周年実行委員

会会計口座へ移行する。 

② 多治見駅北口広場植樹の為の寄附金 100 万円を

多治見市へ支払う。 

上記について例会にて承認されました。 

8月のお誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日のコメントから 

昭和 20 年８月７日の誕生日の新聞は前日が広島原

爆投下でしたが掲載されていません。報道も近づけ

なかったのだと推測します。その後私は平和の為に

尽くしてまいりました。これからもよろしくお願い

します。（服部賢治君） 

最近血圧上が 91下が 56くらいで体調が悪くなり、

お盆前には点滴を 21本打ちました。現在は血圧も落

ち着きました。私は昭和 5 年戦前に生まれました。

今後私の歴史のお話をする機会があれば聞いて頂き

たいと思います。（佐々木鉾二君） 

お誕生日祝いありがとうございました。76才になり

ます。最近は自分の考えがなかなか人には伝わらな

いなと感じています。ロータリーに入会して 30年に

なります。厳しく教育されたことを思い出します。

今後西クラブがよいクラブになって行くことを期待

しています。（山下智久君） 

40歳前に入会して今年は 66 才になります。10歳違

いのメンバーがお誕生日に揃いました。西クラブの

よいところは年齢がちがっても友達でいられること

は幸せだと感じています。（伊藤正雄君） 

 
鈴鹿サーキット国際レーシングコースを愛車でドライブ   

国際レーシングコースマイカーランの案内 

  開催日時：2015年 11月 21日（土） 

定員 150名  ご希望の方は事務局まで 


