
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月は 経済と地域社会の発展月間 

      米 山 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 ビジター紹介  

   出席・スマイル報告    

   委員会報告 

   幹事報告  

  卓 話  SAA 担当 

    「般若心経を読もう」 伊藤正雄君 

 

点 鐘 

 

着信書類 

・2015 年多治見市発明くふう展終了の報告 

・10 月のロータリーレイト 1 ドル 120 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・10 月米山月間資料拝受 

    寄付マニュアル 2014 年度事業報告 

    2014 年度決算報告 等 

 ・社会奉仕活動の意識高揚のための卓上旗 

     「超我の奉仕」 

     「最も奉仕する者が最も多く報われる」 

 ・多治見少年少女合唱団とシニアコン定期演奏

会招待状 11 月 1 日（日）14 時開演 

       可児文化創造センター 

 ・大正大学より「地域人 第 1 号」拝受 

他クラブ例会変更のお知らせ 

  恵那 RC → 10 月 15 日（木）点鐘 9:30 

            移動例会の為「上高地」 

  中津川 RC  → 10 月 15 日（木） 

職場訪問「恵那山麓河川視察」 

中津川センターRC → 10 月 17 日（土） 

   カンツォーネ日本の歌 勝野政彦コンサート 

  瑞浪 RC → 10 月 21 日（水）17:00～ 

       4C（RC 2LC JC）合同集会の為 

2015～2016 年度 第 50 期会長テー

マ 

 「みんなで祝おう 50周年」 
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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 
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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理

解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

会長に就任させていただき、３ヶ月が経ちました。 

7 月～９月は、例会場に来ても、会長挨拶のことな

どで、頭がいっぱいで、会員の方々とお話しする余

裕もないほどでしたが、少し周りを見る余裕ができ

てきたように思います。さて、５０周年記念式典ま

であと２００日を切ってきました。松本実行委員長

を中心に、式典等の準備も進めていただいておりま

す。また、IGM などで大変貴重なご意見を多数いた

だき、大変ありがたく思っております。皆様のお知

恵をいただくための方法も、種々考えております。

例会の時間も有効に利用しながら、全員で５０周年

記念式典を作り上げていきたいと思っておりますの

でご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

理事会報告 

① 会長挨拶          

② 幹事より 10月の行事予定確認 

③ 日帰り親睦家族旅行について 

 日時：11月 12日（木）場所：福井県美浜 

④ R財団寄付について 

 財団寄付の現状を確認し次回理事会で検討 

⑤ 協賛金・義捐金 

・多治見市更生保護事業助成会会費 

       スマイルより 10,000円承認 

・多治見北高等学校同窓会より 

東日本大震災復興支援ツアー協賛のお願い 保留  

・東日本豪雨災害義捐金 

  一人当たり 2,000円×39名＝78,000円 

          スマイルより 承認 

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 

31 名 6 名 86.11％ 

● スマイル報告  

投函者 28名  金額 34,000円 

田口先生よろしくお願いします。   関谷泰久 

本日例会終了後 50周年実行委員会を行います。 

担当の方はよろしくお願いします。  松本 昇  

お誕生日のお祝い有難うございました。佐々英夫 

昨日イベントの仕事が終わりました。  森田宏治 

 

先週の卓話 

「国際弁護士とは？米国企業法務の実態？」 

                田 口 亮 様 

弁護士になりたくてなったわけで

はなく偶然が重なって資格をとり

ました。大学は理科系で就職の時に

英語が得意であったので国際的な

仕事がしたいと思い千代田化工建 

設に入社しましたが、法律のことなど何もわからな

い私が法務部に配属され 2 年ほど暗中模索しながら

契約の仕事をしていました。そんな中シンガポール

でのトラブル案件の和解交渉を任され、民事と刑事

の違いもわからないまま仕事をしていました。その

後社命で米国の大学に留学することになり 2 年間勉

強をしました。もともと法律を目指していたわけで

はないのですが、ニューヨーク州とマサチューセッ

ツ州の弁護士資格を取得することができました。 

米国では会社組織に弁護士をおくのは絶対条件です。

企業のトップに位置するのが法務部です。独占禁止

法 契約 労働法、訴訟など再分化されて分野ごと

に専門の弁護士がいます。米国は弁護士の数も多く

専門化されていて日本とは大違いです。米国の弁護

士は企業の社員ということよりも弁護士であること

に価値があります。また流動性が高く同じ会社にい

ることもあまりなく、民間、政府、裁判官を回転し

て働くこと普通です。会社と一体化せず、抑制する

力が大きいと思います。（抜粋） 

I.G.M.（Cグループ）日にち変更のお知らせ 

日時：10 月 29 日（木）午後 6 時   

場所：「松 正」 

リーダー 松本 昇  サブリーダー 篠田博文 

出席者： 吉川 光  松浦 毅 山田正史 

 佐々木鉾二 森田宏治 

（R 情報）山下智久・佐藤八郎 （執行部）佐藤正 

50周年記念全体会議のお知らせ 

  10月 29 日（木）例会はお祝い例会です。 

お祝い例会後 50周年記念のための全体会議 

を開催致します。出席いただきますようよろし

くお願いします。 

秋の親睦日帰り家族旅行 

   11月 12日（木）福井県美浜 

   会費：会員 10,000円 家族 8,000円 

   昼食：三方五湖  味一休 

  若狭の海山の恵みが一杯の素材を生かした料理 

をお楽しみ下さい。 
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