
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月は疾病予防と治療月間 

年 次 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.（Ｄグループ報告） 

   年次総会 

次期役員選挙 会長エレクト 中島竹壽 

次次期会長 次期会計 次期理事選挙 

       指名委員長  飯田利夫 

次期会長挨拶 （51 期）   中島竹壽 

次次期会長挨拶（52 期）    

点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着信書類 

・多治見更生保護事業助成会会費の納入のお礼 

・社会福祉法人岐阜共同募金会共同募金協力のお礼 

・2016 年国際ロータリー年次大会（ソウル大会） 

 参加旅行募集案内送付のご案内 

・多治見少年少女合唱団とシニアコアクリスマ

スコンサートの招待状 

   2015 年 12 月 20 日（日）開演 15:00 

   バロー文化ホール 大ホール 

・12 月ロータリーレイト 1 ドル 120 円 

・次年度（2016～17 年度）ガバナー公式訪問の日程 

   2016 年 8 月 30 日（火） 

   ホスト：多治見リバーサイドＲＣ 

 ポリオ撲滅チャリティコンサート 

チケット購入のお願い 

 日時 2016 年 1 月 28 日（木）開演 18:15 

 場所 ザコンサートホール入場料 3,500 円 

  ロータリークラブは地球上からポリオを撲滅

しようと努力しています。あなたの一枚のチ

ケットが子供たちの未来を幸せにします。 

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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    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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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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12月例会行事予定 

3 日 年次総会 

10 日 卓 話 副幹事担当   

多治見市保健センター 谷口友季子様 

「防ごうロコモティブシンドローム」 

17 日 卓 話 副会長担当 

24 日 親睦家族忘年例会 川地家 18:00 

31 日 特別休会 

6 日 3RC 合同親睦コンペ ホスト多治見西ＲＣ   

愛岐カントリークラブ 午前 8 時 30 分集合 

参加者 多治見 10 名 西 11 名 リバー7 名  

20 日  ローターアクト小委員会   

場所：じばさん三重 14:00～16:00  

先週の記録    

● 出席報告  

会員数 38名 免除者 5名 出席義務者 33名   

出席者 欠席者 出席率 

32 名 3 名 91.42％ 

ビジター   多治見 RC 加藤守孝君 

メーキャップカード提出者 

地区大会   伊藤義弘君 山田正史君 

Ｉ．Ｍ．   伊藤正雄君  

● スマイル報告 投函者 25名 金額 27,000円 

         11 月末現在 498,000円 

地区大会への参加皆様ご苦労様でした。 

関谷泰久 石垣智康 

お誕生日有難う。         山﨑正司 

旅行ではお世話になりました。   森田宏治 

11月のお誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

各務和宏君コメントより 

お誕生日のお祝い有難うございます。今年

で 64 才になりました。最近週刊誌のリタ

イアしてからの友達作りという特集で、今

後お一人様になったときに今から友達を 

作ろうと思ってもなかなか難しいと書いてありまし

た。自分はロータリーにいて友達もたくさんいてと

ても嬉しいです。友達をつくるいい機会であること

を会員の増強にいかしていければ良いと思います。 

山﨑正司君コメントより 

72 才と 21 日になりました。何とかこ

こまで生きてきました。親父の年を何

とか越せそうです。生まれた時の新聞

ですが、自分の新聞は読みにくいと思 

いましたら、右から左へ書いてありました。そうい

う時代に自分は生まれたのだなと改めて感じます。

本日はありがとうございました。 

地 区 大 会 

11 月 21 日（土）22 日（日）場所：鈴鹿サーキット 

 

 

 

 

 

 

 

 

I．G．M．(Dグループ) 報告    加 藤 健 治 

2015/11/26 18：00～20：30 「松 正」  

出席者 各務和宏、大岩順子、今井義郎、森田誠、

森田宏治、服部賢治、柘植途始江、加藤健治 

１．理事の数が、会員の数からして相対的に多いの

ではないか。 

２．若い人に役職をやってもらいたい。反面、若い

人はロータリークラブのことがまだよくわからない

し、入会してすぐに役職につかねばならぬ実情が表

面化すれば、新入会員勧誘にも支障をきたすことに

なる。 

３．ロータリークラブの活動においては、紳士力、

淑女力を高めることを意識し、品性の高い人間を目

指すべきである。 

４．居酒屋でロータリーバッジをつけた人がいたの

で話しかけると、友達になり仕事も入るようになっ

た。「やぁと言おうよ」は素晴らしい。 

５．５０周年記念事業について 

    １５０万円をいかに活用すべきか？ 

 ① ５０周年の歩みをまとめて、本や映像にする。 

 ② ボランティア団体への寄付金 

③ ボランティア団体の代表者のディスカッシ

ョンを開催し、活動を市民に知らしめる。 

④ 永保寺、修道院という観光資源を PR する活

動、活動への助成 

⑤ 古虎渓駅を観光資源化する活動 

上記提案、意見につき、最後まで活発な議論が 

されました。 


