
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 祝 い 例 会 

場所：オースタット国際ホテル 

 

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 ビジター紹介 

  出席・スマイル報告    

  委員会報告 

  幹事報告 

   

  R 財団研修セミナー報告 委員長 佐藤正君 

 

  お祝い   親睦委員会 

        7 月のお誕生日 

  点 鐘 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月のお祝い お誕生日 

  2日 近藤秀樹君   11 日  森田宏治君   

15 日  柴田武司君  23日  柘植途始江君 

  6日  伊藤正子様（義弘君夫人） 

 13日  柴田みどり様（武司君夫人） 

着信書類 

・2018年多治見市発明工夫展協賛の依頼 

・第 48回多治見まつり協賛金協力のお願い 

・多治見国際交流協会より会員証・領収書拝受 

・服部芳樹パストガバナー追悼研修セミナーについて 

 職業奉仕委員会合同研修セミナー 

 ７月２９日（日）受付 10：３０ 岐阜都ホテル 

他クラブ例会変更のお知らせ 

瑞浪 RC → 7 月 27日（金） 

   IDM夜間移動例会 日吉屋 18：30 

中津川センターRC → 7月 31 日（火）移動例会 

    岐阜サマーサイエンススクールへ参加 

    中津川市健康福祉会館 14:00 

多治見リバーサイド RC → 7月 31 日（火） 

    移動例会 オースタット国際ホテル 12：45 

第 2516 例会 2018 年 7 月 26 日 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SzM1rRzw&id=91A42A41A2ABBAFB0B6B7323834C0E6B3C36175C&thid=OIP.SzM1rRzwwlrT1wQoILWS4QD6D6&q=%e3%81%99%e3%81%84%e3%81%8b+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=607999158358901290&selectedIndex=67


先週の記録  ● 出席報告 

会員数 34名 出席免除者 6 名 出席義務者 28名 

出席者 欠席者 出席率 

23 名 ６名 82・14％ 

● スマイル報告  投函者 18名 金額 23,000円 

近藤秀樹さんようこそ。       齋藤 明 

入会させて頂きありがとうございます。これからも

よろしくお願いします。       近藤秀樹 

近藤さん入会おめでとうございます。 加藤真左子 

鈴木さん、卓話よろしくお願いします。伊藤正雄 

近藤秀樹君入会式挨拶より 

6 月の人事異動で本店勤務とな

りました。伝統ある多治見西 RC

に入会させて頂きとても嬉しく

思っています。直前は春日井市

の鷹木支店に勤務しており、春 

日井ロータリークラブに三年間所属しておりまし

た。ロータリーの基礎知識はあると思いますが、ま

だまだ分からないことばかりです。皆さんに教えて

いただきながらロータリー活動に励んでいきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

先週の卓話 オフィスベルウッド 鈴木康俊様 

「定期預金 1000 万円普通預金 30 万円、 

       どちらが儲かるのか？」 

1000 万円を一年間定期預金

に預けた場合と普通預金年間

平均 30万円の残高の場合を比

較すると、貸出金・有価証券・

預け金などで運用する利益と 

預金利息で調達する資金を考えると、同じ金額であ

れば普通預金のほうが儲かるかもしれません。渉外

担当者が預金者宅を訪問して定期預金契約をして

定期預金証書を届けた場合の訪問コストはかなり

高くなります。普通預金は自動的に手数料収入が得

られる口座でもあります。しかし、総資金利鞘考え

てみると定期預金のほうが儲かるのではないでし

ょうか。（卓話より抜粋) 

鈴木様のお話は色々なケースを示して頂きなが

らどちらが儲かるのかを考えることが出来た興味

深い卓話でした。 

第 1回ロータリー財団研修セミナー報告 

委員長 佐藤正 

7 月 21 日 (土) 岐阜グランドホテル 

受付 10 時 30 分 → 閉会点鐘 16 時 30 分 

出席者     会 長   齋藤 明 

          財団委員長 佐藤 正 

  地区資金管理小委員会委員長 山田正史 

① 元財団奨学生 國枝 美佳氏  

演題  「ポリオのない世界を目指して」 

 元ユニセフ (国連児童基金)]西・中央アフリカ 

地域事務所での活動 (ポリオ予防接種、モニタリ 

ング・評価担当)を通じ、財団、ユニセフ、WHO, 

の連携の重要性について講演をして頂きました。 

② R財団部門委員会各小委員会による説明 

資金推進委員会     委員長 本弘 路可  

ポリオ・プラス小委員会 委員長 故金 正司 

資金管理小委員会    委員長 山田 正史 

補助金小委員会     委員長 堀部 哲夫 

イ、地区補助金担当   副委員長  伊藤 泰載 

ロ、グローバル補助金担当 委員 波多野一夫 

ハ、奨学金・学友担当  副委員長 井上重敏 

ニ、VTT 担当    副委員長 伊達 敏和 

53 期 IGM のお知らせ  

テーマ 「四つのテスト」 

A グループ 8 月 9日(木) 松正 18時 

執行部  齋藤 明 

R 情報  関谷泰久 

リーダー     中島竹壽 

サブリーダー 加藤三紀 

飯田利夫 嶋内龍男 山口 寛 谷口津富 山田正史 

B ループ 9 月 13 日（木） 

執行部  加藤健治 

R 情報   山下智久 

リーダー   加藤真左子 

サブリーダー 柘植途始江 

佐藤八郎 松浦 毅 篠田博文 大澤大二 今井義郎  

大岩順子 近藤秀樹 伊藤義弘 

C グループ 10 月 11日（木） 

執行部  伊藤正雄 

     柴田武司 

R 情報   関谷泰久 

リーダー   各務和宏 

サブリーダー 佐藤 正 

松本 昇 古田徳夫 関谷好弘 森田宏治 安藤龍介 

吉川 光 小瀧康裕 田中登志男 石垣智康 

 


