
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。 

いよいよ、５０周年記念式典まで、５０日を切り 

ました。参加者のリストや、食事の内容、記念事業 

など、細部の詰めを、松本実行委員長を中心として、 

各委員長様方に行ってもらっているところです。来

週は特別休会ですし、３市５RC の合同例会もあり、

通常の例会は、今日も含めるとあと５回しかありま

せん。会員の皆様には、情報を共有していただくた

めに、例会にて進捗状況の報告を、逐次していきた

いと考えております。 

今週の初めは、寒の戻りで、急に寒くなりました

が、週末は、かなり暖かくなる予報が出ています。

体調には、十分ご留意いただき、５０周年の式典に

向かって、邁進していきましょう。 

3月例会行事予定 

3 日 

入会式 加藤三紀君 

卓話 国際奉仕委員会担当 

加藤健治君「相続の現場」 

10 日 特別休会 

15 日 3 市 5ＲＣ親睦合同例会 

17 日 振替休会 

24 日 
卓話 社会奉仕委員会担当 

米山奨学生からの報告 

31 日 お祝い例会 

12日（土） 

多治見駅北口虎渓用水広場にて植樹 

集合時間:13:00  

集合場所：多治見市役所駅北庁舎玄関前 

12日（土）13日（日） 

会長エレクト研修セミナー（PETS） 

 場 所：ひだホテルプラザ  

出席者：中島竹壽 

17日（木）～20日（日） 

苗栗扶輪社表敬訪問 研修旅行 

24日（木） 

第 51 期第 1 回クラブアッセンブリー   

「松 正」 午後 6時 

出席者：第 51期 執行部 理事 委員長 

26日（土）クラブ会員数別増強討論会  

場所：じゅうろくプラザ 5Ｆ 

受付・昼食 12:00～13:00 討論会 13:00～15:50   

   出席者 会長 幹事 

先週の記録    

● 出席報告  

会員数 39名 免除者 5名 出席義務者 34名   

出席者 欠席者 出席率 

28 名  7名 80.00％ 

メーキャップカード提出者 

森田宏治君 （地区セミナー） 

      大澤大二君 （愛知ロータリーＥクラブ） 

ビジター 多治見ＲＣ 松本達君 

● スマイル報告 投函者 19名 金額 23,000円 

いつも父がお世話になりありがとうございます。 

今週来週と 2 週お世話になりますのでどうぞよろし

くお願い致します。4 月の 50 周年式典が盛大に開催

されることを心より祈念申し上げます。  松本達 

結婚記念の御花有難うございました。   山口寛 

2月のお誕生日  関谷泰久君 

お誕生日のお祝いあ

りがとうございま

す。61才になりまし

た。昨年 60 才の誕

生日の時には交通事

を起こしまして車が 

凹みました。今年 61才の誕生日はインフルエンザ

で寝込んでいました。このところ良い事がありませ

んが、来年こそは 50周年を終えスッキリして元気

に迎えたいと思います。 

米山奨学生へ奨学金  ポールハリスフェローピン授与 

 

 

 

 

 

多治見インターアクトクラブ国際交流研修事業 

 開催日：3月 12日（土）13日（日） 

場 所：虎渓山徳林院 多治見修道院 

鍾 卓螢さんが上記行事に参加されます。 

50周年記念誌の原稿を募ります 

記念誌リーダー 佐藤八郎 

創立 50周年記念誌「知命」の友愛のページに 

「多治見西ロータリークラブ創立 50周年に想う」 

の内容の原稿を募集致します。字数は 500字。 

期限は 3月 20日まで。提出先は事務局。 

執筆者名記入下さい。先にご依頼済みの各年度の

活 

動報告とは別です。よろしくお願いします。   

来週 3月 10日（木）は特別休会です 
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 3月は水と衛生月間 

 

  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    

   入会式  新会員 加藤三紀君 

        新会員紹介  加藤健治君 

        新会員挨拶 

   卓 話  国際奉仕委員会担当 

       加藤健治君「相続の現場」 

    

点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新入会員ご紹介 

        氏名  加藤三紀君 

        生年月日 昭和 44年 6月 12日 

長良陶器株式会社専務取締役 

        住所 多治見市前畑町 5－108 

        職業分類 不動産賃貸業 

 着信書類 

 ・3 月のロータリーレイト 1 ドル 116 円 

 ・2016～17 年度 国際ロータリー第 2630 地区 

   ロータリー財団地区補助金 募集要項 

 ・ぎふ献血ナビ第 22 号 

 ・2016 年度国際ロータリー年次大会（ソウル） 

  参加旅行募集の再度ご案内 

 ・2015～16 年度米山記念奨学生修了式開催の案内 

    3 月 27 日（日）11:00～ 

    名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 椿 

 他クラブ移動例会のお知らせ 

  中津川ＲＣ → 3 日から 6 日（日）へ移動 

     東美濃ふれあいセンターにて点鐘 12:30 

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 2410例会 2016年 3月 3日  50周年記念式典まであと 49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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