
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 月 は R 財 団 月 間

臨 時 総 会 

      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  

   I.G.M.（Ｃグループ報告） 

    

臨時総会（指名委員の選挙） 

      会長挨拶 

      指名委員投票 

      指名委員発表 

点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブ会員佐々木鉾二様（享年 86）

がご逝去されました。ここに謹んで

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

佐々木鉾二様 

   佐々木陶器（株）代表取締役社長 

   2015 年 10 月 31 日逝去 86 才 

   1974 年 6 月 27 日入会 

   1998～1999 年度 会長 

   米山功労者  

マルチプルポールハリスフェロー 

指名委員会 

  本日例会後指名委員会を 4F 図書室で開催 

  第 51 期会計及び理事の選挙 

出席者 会長 幹事 指名委員 諮問委員会委員長 

着信書類 

 ・岐阜北 RC より I.M.・ガバナー公式訪問 

報告書拝受 

 ・2016-17 年度地区補助金申請案内および申請書 

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 2396例会 2015年 11月 5 日  50周年記念式典まであと 168 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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親睦日帰り家族旅行 

  11 月 12 日（木）福井県美浜   

  バ ス （出発） 

産業文化センター    8時 15分 

      多治見駅北口税務署東側 8時 30分  

※ 時間厳守でお願いします。 

緊急の場合は幹事までご連絡下さい。 

          

11月例会行事予定 

5 日 臨時総会  

指名委員会 例会後 4F図書室 

12 日 日帰り親睦家族旅行 

福井県美浜 

19 日 振替休会（地区大会全員登録の為） 

26 日 お祝い例会 米山奨学生へ奨学金 

21 日（土）22日（日） 

地区大会  鈴鹿サーキット 

26 日（木）I.G.M.（D グループ） 

  時 間：午後 6時  場 所：「松 正」 

  リーダー各務和宏 サブリーダー 加藤健治 

  R 情報  服部賢治  執行部 柘植途始江 

  伊藤義弘 大岩順子 今井義郎 佐々英夫  

  森田 誠 森田宏治 上野芳朗  

29 日（日）I.M.  

 基調講演 13:15～14:45 東美濃ふれあいセンター 

 本会議  15:30～17:20 パルティール 

 懇親会  17:20～    パルティール                   

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 7 名 80.0％ 

ビジター   多治見 RC 松本達君 

● スマイル報告  

投函者 20名 金額 26,000 円 

いつも父がお世話になってありがとうございます。 

本日はメイキャップで伺いました。  松本 達 

本日 50周年の実行委員会から報告します。 

私の長男がメイキャップに来ています。松本 昇 

渋谷の恵比寿ＲＣの 20 周年記念例会に行ってきま

した。楽しかったです。       加藤真左子 

結婚記念日の花を頂きありがとうございました。 

結婚記念日をころっと忘れておりましておかげで面

目がたちました。           中島竹壽 

11 月 3 日多治見祭りにパレードに娘が参加します。 

                   森田宏治 

10月のお誕生日 

1970 年代までは 55 才

というと定年で社会か

ら引退してくださいと

いう年齢でしたが、今

の時代は皆様もまだま

だお若いし自分もしっ 

かり仕事をしていきたいと思っています。55 才を迎

えて今年は三つのことをやろうと思っています。 

①一日一冊本を読むこと。②毎月 25日にお墓参りを

して伊勢神宮へ参拝すること。③自分の遺言を書き

ました。自分の精神が正常なうちに書くことをお勧

めします。今までの自分の人生を振り返ることがで

き、日々の生活の中で何が大切なのかが見えてきま

した。（抜粋） 

Ｉ．Ｇ．Ｍ．（Ｃグループ）報告   森田宏治 

10月 29日（木）「松 正」 

リーダー 松本昇   

吉川光 佐々木鉾二 松浦毅 森田宏治 

（Ｒ情報） 佐藤八郎  （執行部） 佐藤正 

出席者の意見を報告い

たします。 

40 周年の時はお客様が

150 人位参加し、台湾か 

らも大勢来ていただいた。色々な意味で盛り上がっ

た。しかし前回から比べるとメンバーが約 20 名少

なくなっている。またメンバーもそのご家族も高齢

化が進んでいる。今回は、ご子息ご令嬢にも積極的

に参加していただき盛り上がる 50 周年にしたい。

会長の思い「50 周年を楽しもう」のスローガンのも

と、全員が楽しめる記念行事としたい。関谷会長が

この 50 周年を祝うには特別な意味がある。その意

味を踏まえてしっかりとやっていきたい。今回の予

算は 550 万ほど。既に使い道が決まっているものも

あるが、前回と同じレベルのことができるのではな

いか。予算にこだわらず、お金が必要な場合は知恵

を出し合ってやっていきたい。米山奨学生の方に、

早めに連絡をして 50 周年記念式典は出席していた

だけるようお願いした方がよい。多治見西はガバナ

ーを２人出している。これは大変珍しいこと。誇り

をもって今回は成功へ導いていきたい。アトラクシ

ョンで一番盛り上がったのは「太鼓」だった。30 周

年記念誌は１冊 4500 円で 300 冊作成した。35 周年

記念誌は１冊 3150 円で 110 冊作成した。40 周年は

3920 円で 96 冊作成、45 周年は Disc だった。 
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