
 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。 

今回の忘年例会をもちまして、５０期も上半期が 

終わろうとしています。私にとっては、本当にあっ 

という間の、６ヶ月でした。何とか、無事に各種の 

行事を終えられたのも、ひとえに、会員の皆様のご 

協力があってこそと、深く感謝申し上げます。 

 色々なことがあった上半期でしたが、なんといっ 

ても現役のメンバーの佐々木鉾二君が亡くなられた 

ことは、家族をなくしたごとく、大きな悲しみでし 

た。改めて、お悔やみ申し上げます。 

 暖かい日が続いておりますが、それだけに、平年 

の寒さに戻った時は、身に応えます。会員のみなさ 

まには、風邪などひかれませんよう、健康には十分 

ご留意いただき、よいお年をお迎えください。 

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 

23 名 11 名 67.64％ 

● スマイル報告 

投函者 17名 金額 24,000 円 

先週の卓話 

「ドバイへ行って来ました」 中島竹壽君 

ドバイは、アラブ首長国連邦を構成す

る首長国のひとつ。また、ドバイ首長国

の首都としてアラビア半島のペルシア

湾の沿岸に位置する都市。 

人口は 210万 6177人（2013年）。中東屈指の世界都市並

びに金融センターであり、21 世紀に入ってから多くの超

高層ビルや巨大モール、ビッグプロジェクトが建設される

など世界的観光都市となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生報告 チョンチェクインさん 

もうすぐクリスマスというこ

とですが私は明日が論文の締

め切りで楽しむ時間もありま

せん。今年 8 月から約 5 か月

かけて論文を書いてきました。 

論文のため時間が過ぎている

のを忘れてしまい日常の生活でも支障がでてきまし

た。例えば、ある日鏡を見るといつのまにか髪がの

びていていつ美容院へ行ったのかもわからない、 

風邪をひいてそのままにしていたら 1 か月以上も続

いてしまった。夢中になって仕事をしていると時間

が過ぎているのを忘れ今とても大切なことを見逃し

てしまうことは怖いことだと感じ、友達のこと、家

族のことなど常に気持ちをこめていないとその関係

を保つことはできないと思いました。（抜粋） 

ラビンドラン会長より年末のご挨拶 

師走の候、皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこ

とと拝察いたします。年の瀬は、今年達成したことを振り

返り、これから成し遂げたいことに思いをはせる時期です。

「The Rotarian」12 月号でもお伝えいたしましたが、年

末とは、何かを与える時期でもあると考えます。ついては、

「世界へのプレゼント」となるために、ロータリーへのご

支援をお願いいたします。ロータリー財団へのご寄付は、

地元や海外の地域社会におけるニーズに応えるために生

かされます。15 ドルのご寄付で多くのポリオワクチン、

200 ドルのご寄付なら僻村の病院に医療機器を寄贈する

ことが可能です。皆さまからのご支援が大きくなればなる

ほど、より多くのことを達成できるでしょう。国際大会に

ついてお伝えいたします。私が初めて参加した国際大会は、

30 年前のラスベガス大会でした。どの国際大会も特別で

すが、参加を重ねるごとに素晴らしい経験ができるもので

す。旧友と再会し、新しい友人をつくり、ロータリーへの

情熱を分かち合う場である国際大会は、2016年 5月 28日

～6月 1日、韓国のソウルで行われます。アイデアと友情

の輪を広げ、「世界へのプレゼント」となるため、ぜひ国

際大会へご参加ください。ソウルで皆さまにお会いできる

のを楽しみにしております。よいお年をお迎えください。  

                    （抜粋） 

1月の予定 

7日 定例理事会 11:30 3Ｆ特別会議室 

    新年互礼会 お祝い例会   

古希 喜寿 傘寿 卒寿のお祝い 

7日 例会後 第 1回第 51期理事会  

3Ｆ特別会議室  

     議題：委員会構成の承認 他 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E9%A6%96%E9%95%B7%E5%9B%BD%E9%80%A3%E9%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%95%B7%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E5%8D%8A%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A2%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A2%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%83%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://echo4.bluehornet.com/ct/76203864:7kaAe0yNp:m:1:2883711577:0EB45B0D2D750D6A30649803AAF8A0D6:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/76203864:7kaAe0yNp:m:1:2883711577:0EB45B0D2D750D6A30649803AAF8A0D6:r
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW2dVXndW820A7imU3uV7/SIG=12gbebctc/EXP=1450749909/**http:/pds.exblog.jp/pds/1/201004/25/86/e0155786_7554658.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月は疾病予防と治療月間 

親睦家族忘年例会 

場所：川地家  点鐘：午後 6時 

 

本日のプログラム 

   点 鐘    

   ロータリーソング  奉仕の理想 

四つのテスト 

   会長挨拶   

   委員会報告 

   幹事報告 

   12 月のお祝い 

     お誕生日 

     結婚記念日 

   点 鐘 

         懇 親 会 

   乾 杯 

   閉会の挨拶 

   手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月のお祝い 

お誕生日 

28 日 中島竹壽君  29 日 谷口津富君 

13 日 松浦紀子様（毅君夫人） 

結婚記念日 

2 日  各務成喜君 18 日 柘植途始江君 

19 日 加藤健治君 

着信書類 

・2016 年～17 年度  

 ガバナー公式訪問  2016 年 8 月 30 日（火） 

 ガバナー補佐訪問  2016 年 7 月 21 日（木） 

・第 5 回日台ロータリー親善会議の案内 

   2016 年 6 月 5 日（日）13:00～ 

   会場：石川県立音楽堂コンサートホール 

・2015 年 12 月 会員増強詳細報告  

他クラブ例会変更のお知らせ 

恵那ＲＣ → 平成 28 年 1 月 7 日（木） 

18:30 点鐘 新年家族会「いち川」 

中津川ＲＣ → 平成 28 年 1 月 5 日（火） 

消防出初式に移動 点鐘 9:00「文化会館」 

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 2402例会 2015年 12月 24日 50周年記念式典まであと 119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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