
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

      ロータリーソング  我らの生業 

               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  

 石垣智康副ガバナーより報告 

    卓 話   

     ロータリーの友委員 加藤真左子君 

      「ロータリーの友について」 

    点 鐘 

着信書類 

・「ロータリーの友」英語版 

   2015～2016 年度版 11 月中旬発行 

・米山梅吉記念館館報 NO.26 

  全国一人 100 円募金運動のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・岐阜県立東濃特別支援学校寄附金のお礼 

    震災ボランティア活動費 

・人権だより NO．62 

・財団室 news9 月号 

・バギオ基金第 50 号 

他クラブ例会変更のお知らせ 

瑞浪 RC → 9 月１１日（金）モーニング例会 

中津川センターRC → 9 月 14 日(月) 

特別休会 

多治見リバーサイドRC  → 9 月 15日（火） 

   移動例会 とうしん学びの丘「エール」 

米山記念奨学生・中間報告激励会について 

   日時：9 月 12 日（土）11:00～14:00 

   場所:名鉄ニューグランドホテル 7F 花の間 

   出席者：米山カウンセラー 山田正史君 

       奨学生 鍾 卓螢さん 

今後の予定 

  17 日 卓 話  R 情報担当 

          佐藤八郎 R 情報委員長  

  24 日 お祝い例会 点鐘 12:30 例会場 

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 2389例会 2015年 9月 10日  50周年記念式典まであと 224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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理事会報告 

① 会長挨拶          

② 幹事より 9月の行事予定確認 

③ ガバナー公式訪問会計報告 

④ 地区大会について  

11 月 21 日（土）22 日（日）場所：鈴鹿サーキット         

全員登録 バスについて（22 日予約済み） 

  会員の皆様に出欠を取る 

⑤ 親睦家族旅行について 

   日帰り旅行  11 月 12 日（木） 

   委員長より経過報告 

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 

34 名 3 名 91.89％ 

●スマイル報告  

投函者 28 名  金額 31,000 円 

      8 月末残高  220,000 円 

※皆様のご協力に感謝いたします。 

本日はよろしくお願いします。   山本和彦 

山本さん、シカゴ珍道中楽しみにしています。 

                 今井義郎 

山本さんをお迎えして。      松浦 毅 

先週の卓話 

シカゴ珍道中 

多治見リバーサイド RC  山本和彦君 

本日はまさかの卓話の依頼を山

田前会長、ありがとうございまし

た。なぜ私が卓話をするのかよく

わかりませんが、やれと言われ

「はい」としか言えず、「ノー」と

言えない日本人の代表として今 

日、ここに立たせていただいております。あらかじ

め申し上げておきますが、私、こういうところで卓

話やお話などできるような者ではございませんので、

お見苦しい点が多々あると思いますがご容赦いただ

きますようお願いします。私ですが、今年で 55 歳。

仕事は小泉町にて家具を製作しています。住宅の作

り付け家具やシステムキッチン、また無垢の家具な

どいわゆるオーダー家具の製作でございます。リバ

ーサイドには 41 歳にて入会をし、今年で 14 年目に

なります。この間、幹事を経験させていただき、ま

た昨年からは地区の職業奉仕委員会に、出向をさせ

ていただいております。 

今日の卓話は、ちょっと古い話になりますが三年前

に行ってきましたシカゴでのロータリーの例会出席、

及び RI 本部見学などを写真にてご紹介したいと思

います。2012年の夏、7月 1日から 8日までアメリ

カ・シカゴへ行って来ました。当時シカゴには、私

の弟夫婦が仕事の関係で住んでおりまして、そこへ

遊びに行ってきました。弟の仕事はジェトロ（日本

貿易振興機構）のシカゴセンターの次長をしており

ましたが、八月をもって日本に帰任するとの事でし

たので、その前にと言う事で行ってきました。  

かねてより、シカゴに行く機会があれば、RI本部を

訪ねてみたいなぁ、と言っておりましたが、折角だ

からどこかの例会にも出てみたいと設営を弟に頼み

ました。そんな中シカゴ・フィナンシャル・クラブ

が日程も合うということで出席をし、バナー交換を

してきました。その後、RI本部を訪ねましたところ、

当時 RI会長に就任されたばかりの、田中作治会長に

お会いする事が出来、普段に無いロータリーの一日

を味わって来ました。そんな例会出席と RI本部の模

様、あとおまけを少し写真に撮ってきましたので報

告がてらご紹介し本日の卓話とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

I.G.M.（Bグループ）について 

日 時：9 月 17 日（木）午後 6 時 

場 所：松 正  

リーダー伊藤正雄 サブリーダー 齋藤明 

（R 情報）山口寛 （執行部）中島竹壽 

   関谷好弘 各務成喜 石垣智康 黒川公男 

   大澤大二 大嶽政彦 森田宏治 

ロータリー米山記念奨学金について 

（ロータリーの友 9 月号より） 

2014～15 年度寄附金収入は 14 億 1,474 万円と 

6 年ぶりに 14 億円を突破しました。頂いた寄付

のほとんどが奨学金と奨学生・学友関係費など奨

学事業に使われています。 

寄付の種類 

① 普通寄付 各クラブが決めた金額×会員数 

 国内全クラブが納入している。 

② 特別寄付 

 法人、個人任意の寄附金で金額は自由。 
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