
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月は職業奉仕月間  新年互礼会 お祝い例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2403例会 2016年 1月 7日 50周年記念式典まであと 105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 

 

新 年 の ご 挨 拶 

会 長 関谷泰久 

あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。昨年は、無事各種行事を終了することができました。これもひと

えに皆様方のご協力あってこそと、改めて、御礼申し上げます。 

今年のお正月は、ほんとうに穏かなお正月でした。今年一年、何事もなく、穏かな１年であっ

てほしいと、願うものです。さて、５０期も折り返しに差し掛かり、通常の期なら、半分以上は、

終わった感じになっていると思います。しかし、今期は、４月２１日に、大きな行事が、控えて

います。これからが、本番です。みなさんの尚一層のお力添えを、お願いいたしまして、新年の

ご挨拶とさせていただきます。あと半年、よろしくお願いいたします。 

 

 他クラブ例会変更のお知らせ 

中津川ＲＣ → 1 月 10 日（日）西宮神社点鐘 9:00 

中津川センターＲＣ → 1 月 13 日（水） 

      新年家族例会「パルティール」 

着信書類 

 ・第 2回日展東海展 

  宣伝協力のお願いおよびチケットの案内 

   2016年 1月 27日～2 月 14日（日） 

     愛知県美術ギャラリー 

 

苗栗扶輪社表敬訪問 

海外研修旅行のご案内 

 3 月 17 日（木）～20 日（日） 

マニラ市内観光 

  サンアンドレスマーケット 

  リサール公園 サンチャゴ要塞 他 

苗栗市役所にて式典 懇親会 自由行動 

※ 出欠は 1 月 14 日（木）までにご連絡ください。 
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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 

 

お祝い 

    お誕生日 

    結婚記念日 

    喜寿 傘壽 米寿 卒寿のお祝い 

点 鐘 

 

1月のお祝い 

お誕生日 

1日 各務成喜君  2日 飯田利夫君 

3日 佐藤正君    7日 吉川光君   

 7日 伊藤義弘君   8日 山田正史君 

  9日 黒川公男君   14日 加藤真左子君  

27日 関谷好弘君   

21日 山下琴代様 （智久君夫人） 

27日 佐藤恭子様 （正君夫人） 

30日 大嶽喜美子様（政彦君夫人） 

結婚記念日 

18日 山田正史君  19日 篠田博文君 

22日 佐々英夫君 

喜寿のお祝い  山下智久君 

傘寿のお祝い  今井義郎君  嶋内龍男君 

米寿のお祝い  関谷好弘君 

 卒寿のお祝い  各務成喜君 

1月例会行事予定 

7 日 

新年互礼会  お祝い例会 

 喜寿 傘寿 米寿 卒寿のお祝い 

 お誕生日 結婚記念日のお祝い 

14 日 

クラブアッセンブリー  

第 50 期上半期決算報告  

（会 計 服部賢治君） 

第 51 期委員会構成発表   

（会長エレクト 中島竹壽君） 

21 日 職業奉仕委員会担当 

28 日 幹事担当 

4 日（月） 多治見商工会議所新春賀詞交歓会   

午前 10:30  産業文化センター5Ｆ大ホール 

7 日（木） 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 

11 日（月 祝）多治見青年会議所第 65 回定時総会

及び賀詞交歓会    

受付午後 2時 30分 

多治見産業文化センター5階大ホール  

出席者：会長 

12月 24日親睦家族忘年例会の記録 

● 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 

29 名 7 名 80.55％ 

スマイル投函  関谷好弘君

12月のお誕生日 

谷口津富君コメントより 

12 月 29 日で満 82 才になります。元気にやってき

ましたが最近同期の仲間が亡くなったり車椅子の生

活になったり、介護施設に入居したりで、いよいよ

人生の終着駅に近づいてきたのかなと感じることも

あります。でも、まだまだ自分は元気です。途中下

車して頑張っていきますのでよろしくお願いします。

本日は誕生日をお祝いして頂き有難うございました。 

中島竹壽君コメントより 

お誕生日のお祝い有難うございます。 

谷口さんより 1 日早い 12 月 28 日で 64 才になりま

す。今年はドバイなど海外へ行く機会があり色々な

体験をしました。今後も頑張ってやっていきたいと

思っていますのでよろしくお願いします。 
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