
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月は 経済と地域社会の発展月間 

      米 山 月 間 

  お祝い例会  点鐘 12:30 例会場  

 本日のプログラム 

   点 鐘    

    ロータリーソング 手に手つないで 

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  

    米山奨学生へ奨学金 

     チョンチェクインさんより近況報告 

   10 月のお祝い 

50周年記念全体会議   司会 佐藤正 

  会長挨拶 

  実行委員長挨拶 

  各委員長挨拶    

点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月のお祝い        

誕生日 

2 日   加藤健治君 

9 日   嶋内翠様（龍男君夫人） 

16 日   各務智美様（和宏君夫人） 

19 日   篠田幸子様（博文君夫人） 

25 日   各務幸子様（成喜君夫人） 

27 日   飯田みつる様（利夫君夫人） 

27 日   古田文恵様（徳夫君夫人） 

結婚記念日 

  5 日 松浦毅君   10 日 稲垣昇君 

 15 日 大岩順子君  26 日 中島竹壽君 

 着信書類 

・ハイライト米山 187 

・2016 年会長エレクト研修セミナー開催日程・ 

場所変更の案内 

日程 2016 年 3 月 12 日（土）受付 15:00 へ変更 

場所 ひだホテルプラザへ変更 

・ポリオ・プラスの表彰への推薦について 

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 2395例会 2015年 10月 29日  50周年記念式典まであと 175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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他クラブ例会変更のお知らせ 

瑞浪 RC → 10月 30 日（金）12:30～ 

         喫茶イーゼル ランチ例会 

中津川 RC → 10 月 29日から 31日へ移動 

         リニアモーターカー工作教室 

中津川センターRC → 11月 2日（月）特別休会 

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 80.0％ 

 メーキャップ  職業奉仕セミナー 山田正史君 

         財団セミナー   石垣智康君 

●スマイル報告  

投函者 24名 金額 34,000 円 

外孫 2 人の曾孫、3 歳 2 歳 1 歳 3 人が 10 月 18

日多治見市白山町安養寺開創 400 年の祝いに稚児の

行列に参加しました。         飯田利夫 

先日は心配をおかけしました。     稲垣昇 

10月 15日 48回目の結婚記念日に私の大好きな花を

頂き嬉しく皆に見て頂きました。    大岩順子 

財団セミナー報告 

会長エレクト 中島竹壽君 

17 日に財団セミナーがありま

した。ロータリー財団の中には

地区補助金とグローバル補助

金の 2種類があります。地区補

助金は地元や海外の地域社会 

のニーズに取り組むための、比較的規模の小さい短

期的な活動を支援します。グローバル補助金はロー

タリーの 6 つの重点分野に該当し、持続可能かつ測

定可能な成果をもたらす大規模な国際活動を支援し

ます。ロータリー財団の補助金の支給については 3

年前の年次基金への寄付額によって支給額が決定し

ます。年次寄付額が１人当たり 100 ドル未満、100ド

ル～150 ドル未満 150 ドル以上の三段階で支給額

が変わります。ちなみに多治見西クラブは 80 クラブ

中 42番目 108ドル、多治見 RCは 13番目 167ドル、

多治見リバーサイド RC は 79 番目 41 ドル寄付をし

ています。（抜粋） 

先週の卓話より 

社会保険労務士 田中裕二様 

「マイナンバーについて」 

マイナンバーとは・・・ 

住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付し

て、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報

を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一

人の情報であることを確認するために活用される

ものです。 

① 取得・利用・提供のルール 

社会保障及び税に関する手続き書類の作成事務

処理するために必要がある場合に限って従業員

等に個人番号の提供を求めることが出来る。 

② 保管・破棄のルール 

特定個人情報は社会保障及び税に関する手続き

書類の作成事務を行う必要がある場合に限り保

管し続けることが出来る。 

社会保障及び税に関する手続き書類を処理する

必要がなくなった場合で保存期間を経過して場

合には個人番号を出来るだけ速やかに廃棄又は

削除しなければならない。 

③ 委託のルール 

委託者は委託先において番号法に基づき委託者

自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が

講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなけ

ればならない。 

④ 安全管理のルール 

個人番号・特定個人情報の漏えい、滅失または

毀損の防止その他の適切な管理の為に必要かつ

適切な安全管理措置を講じなければならない。 

従業員に対する必要かつ適切な監督も行わなけ

ればならない。 

今後の予定 

11月 5日  定例理事会 3F特別会議室 

       臨時総会 指名委員の選挙 

例会後指名委員会 4F図書室 

11月 12日  日帰り家族親睦旅行  

場所：福井県美浜 

ガバナーエレクトご紹介（月信 10月号より） 

      釼田廣喜（けんだ ひろよし） 

      高山中央ロータリークラブ 

      生年月日 昭和 24年 4月 18日 

      株式会社 高橋商店 取締役会長 

      職業分類 製紙原料販売 

ロータリー歴  

1991年 高山中央 RC創立チャーターメンバー 

2000～01年度  会長 

2010～11年度  地区幹事 

2011～12年度  濃飛グループガバナー補佐 

 
来週 11月 5日は臨時総会・指名委員会 


