
会 長 挨 拶     

 関 谷 泰 久 

 ウィークリーに、会長としてのご挨拶を書かせ

て頂くのも、これが最後となってしまいました。     

今振り返ってみますと、本当にあっという間の

一年でした。「みんなで祝おう５０周年」のテー

マのもと会員の皆様のご協力により、記念式典な

ど、種々の行事を、成功裏に終えることができま

した。記念誌も完成しました。本当にありがとう

ございました。 前にも書きましたが、会員のみ

なさまお一人お一人の力を、改めて実感できた一

年でした。親睦委員会が、準備してくれました最

終例会を、存分に楽しんでいただき、今期の疲れ

をいやし、来季に向けての英気を、養っていただ

けたらと思います。会員の皆様には、一年間お世

話になりっぱなしでした。 

本当にありがとうございました。 

一年間をふりかえって 

幹事 佐藤正 

今回は二回目の幹事でした。 

一回目は 12年前38期の時です。

この時のことは無我夢中でやっ   

たので何も覚えていません。 

今回は 46期で会長を経験したあ

との幹事ということもあり、会員の皆様からお叱

りをうけないようにと自分なりにとても緊張して

いました。一年間をふりかえってみますと、「50周

年記念式典を無事に終える事も出来たこと」「クラ

ブとしても問題なく活動が出来たこと」「3 名の新

入会員を迎えられたこと」など良かったと思って

います。佐々木さんと大嶽さんの訃報はとても残

念でした。皆さん体を大切にして下さい。さて、来

期にも新会員さん話があると聞いていますので楽

しみです。一年間本当にありがとうございました。    

（16日例会幹事報告より） 

先週の記録 

● 出席報告 

会員数 38名 免除者 3名 出席義務者 35名 

出席者 欠席者 出席率 

27名 9名 77.14％ 

● スマイル報告   

投函者 21名 金額 25,000円 

       50期スマイル合計 1,077,000円 

※会員の皆様のご協力に感謝いたします。 

 

今期最後のスマイルです。 

皆様ご協力ありがとうございました。 佐藤 正 

一つ年をとりました・・嬉しくもないのですが・・。 

                  加藤三紀 

大嶽政彦君のお宅に 50周年の記念誌を届けました。 

                  大澤大二 

先週の卓話 

ぎふ多胎ネット理事長 糸井川誠子様 

「多胎家庭支援の必要性とぎふ多胎ネットの取り組み」 

ぎふ多胎ネットとは？ 

多胎の場合は出産から育児に

至るまで様々な負担があり、

特別な支援の必要性が求めら

れています。医療、地域保健、

教育など多胎家族をとりまく 

関連機関との連携をとりながら情報を共有しあい

ながら多胎家庭を支援することを目的として活動

をしています。①プレママパパ教室   

②病院サポート 

③家庭報訪問 ④多胎児健診サポート 

⑤多胎育児教室 ⑥多胎のつどいサポート 

⑦多胎イベント ⑧多胎に関する研究会の開催 

⑨多胎支援に関する講師の派遣 

⑩多胎支援の人材育成⑪情報・啓発 

着信書類 

・多治見保護区保護司会より 

  「社会を明るくする運動」セレモニー及び 

街頭啓発活動への協力のお願い 

  日時 7月 3日（日）午前 9時 30分から 

  場所 ＪＲ多治見駅南駅前広場 他 6か所 

財団セミナーのお知らせ 

2016～17 年度第 1回 

地区ロータリー財団研修セミナー 

  出席要請者 次期会長 次期委員長 

  日時：7月 24日（日） 場所：岐阜都ホテル 

今後の予定 

6 月 30日（木）特別休会 

50期会計監査 時間：13:30 場所：4Ｆ 図書室 

   出席者：会長 幹事 会計 

       会計監査（山下智久 谷口津富） 

7 月 7 日（木）例会：会長挨拶・執行部挨拶 

第 51 期定例理事会  

時間：11 時  場所：3Ｆ特別会議室 

  第 50期臨時理事会 50 期決算の承認 

   時間：例会後 場所：例会場 
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6月は親睦活動月間 

最 終 例 会 

場所：ラ・シックモア 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  

   幹事報告    

   年間出席者上位発表 出席スマイル委員会 

   6 月のお祝い     親睦委員長 

 

    点 鐘 

     

懇親会 

   乾杯 

   閉会の挨拶 

   手に手つないで 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月のお誕生日 

7 日  松本昇君 

12 日   加藤三紀君   

23 日   齋藤明君 

3 日  中島純子様（竹壽君夫人） 

11 日   佐々よう子様（英夫君夫人） 

 出席表彰  50期 例会 38回 移動例会 6回 

メーキャップ 3回 関谷好弘君 

メーキャップ 3回 石垣智康君 

メーキャップ 3回 加藤真左子君 

1回例会欠席 加藤健治君 

2回移動例会欠席 飯田利夫君 

例会出席ありがとうございます。 

   メーキャップカードを提出されないと  

   欠席扱いになりますのでご注意下さい。 

 他クラブ例会変更のお知らせ 

多治見ＲＣ → 6月 23日（水）最終例会 

        夢想庵 点鐘 18:00 

瑞浪ＲＣ → 6月 24日（金）最終夜間例会 

  「ベルフラワーカントリークラブ」18:00 

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 

 

 

 

 

 

    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 

第 2424例会 2016年 6月 23日 

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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