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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  

その他報告 

理事会報告 

幹事報告 

卓 話  Ｒ情報担当 

   新会員 加藤健治君   

「温かく人と経営を見つめる 82の視点～ 

本には書けなかった話」 

点 鐘 

 

 

着信書類 

・3月のロータリーレイト 1ドル 102円 

・2013年手続要覧（ロータリアンの手引き） 

  ※注文される方は事務局までご連絡下さい。 

             （費用は各自負担） 

・ローターアクトクラブよりイチゴ狩り例会の

案内  4月 6日（日）9:00～12:00 

     会場：廿原ええのお 

・東濃グループ成重隆志ガバナー補佐より 

  第 2回ガバナー補佐訪問日程表 

  多治見西 RC 4月 3日(木)点鐘 12:30 

・第 13回多治見西 RC杯争奪多治見地区少年軟

式野球春季選手権大会後援のお願い 

 開会式 日時：3月 15日(土)午前 8:30～10:00 

     場所：旭ヶ丘運動広場 

他クラブ例会変更のお知らせ 

・瑞浪 RC → 3月 6日（木）13:30～ 

劇団四季観劇「美女と野獣」親睦家族例会のため 

・中津川 RC → 3月 13日(月) 12:30 

東濃歌舞伎鑑賞例会東美濃ふれあいセンター 

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   

産業文化センター４F 

TEL  0572-25-5100  FAX  0572-25-5101 

Eメール n-rc@joy.ocn.ne.jp 

ＨＰ   http://tajiminishi.jimdo.com/ 

会 長 伊藤義弘  幹 事 齋藤明 

 

第 48 期会長テーマ 

ありがとう 広がる笑顔 奉仕の心 

第 2320例会 2014年 3月 6日（木） 

3月は識字率向上月間 



三月の会長挨拶 

伊 藤 義 弘 

2 月末に上海、景徳鎮工場へ行ってきました。

飛行機は上海浦東空港に無事着陸しましたが、非

常に霧が深く驚きました。北陸、近畿地方で PM2.5 

の濃霧が上昇したニュースを知っていましたが、

中国では北京地区のことだと思っていましたが

上海も汚染が進んでいるのでしょうか？この時

期の中国出張は PM2.5 対応マスク持参が必須の

ようです。浦東空港から国内便発着の虹橋空港第

二ターミナルは空港バスを使って約 1時間 30元 

（約 500円）で移動し、翌日、景徳鎮行きの飛行

機に乗り無事工場に到着しました。中国人スタッ

フのお陰で工場が管理され順調に生産されてい

て安心して帰ってきました。 

さて、RI第 2630地区東濃グループ 3市 6RC親睦

合同例会が 3月 20日に開催されます。多治見西

RCがホストクラブとして、多治見西 RC会員一人

一人がホストとして合同例会に臨み、他 RC の皆

様に喜んで戴けるような親睦例会になるように

皆様のご協力（会場設営、受付、来賓案内、円卓

案内、駐車場案内など）お願いします。 

また会員増強について、2630 地区からの情報が

届いています。それを参考にしながら会員増強、

クラブの活性化と例会の充実を図りたいと思い

ますので重ねてご指導とご協力をお願いします。 

３月の例会行事 

6日 卓 話 R情報担当   

新会員 加藤健治君 

「暖かく人と経営を見つめる 82 の視点

～本には書けなかった話」      

13日  卓 話 直前会長担当   

多治見リバーサイド RC会員 

 株式会社三千盛  

水野鉄治君 「お酒の話」  

20日  3市 6RC親睦合同例会 

  受付 16:30 点鐘 17:00 

  ボン・マリアージュ 

   多治見市宝町 9-1 

       TEL 23-1088 

27日  お祝い例会 

15日（土）会長エレクトセミナー 

   産業文化センター 点鐘 10:30  

終了 16:30 出席者：山田正史 

ガバナー補佐訪問について 

 成重隆志ガバナー補佐訪問 

 4月 3日（木）例会場 点鐘 12:30 

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 

  25名   9名  73.52％ 

◆ スマイル報告 

       投函者 17名  金額 18,000円 

春休みで娘が帰って来て楽しんでいます。 

                 山田正史 

本人のお誕生日とのことです。   大澤大二 

庭の福寿草が咲き春が来たなと思いました。 

                 大岩順子 

2月のお祝い例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

関谷泰久君のコメントより 

本日はお祝いありがとうございます。 

若いと言われている自分も 59 歳になりました。 

来年は還暦です。信じられない気分です。 

来期西ロータリーは大変な一年になりそうで

す。その次の年には会長指名を受けております。 

皆さんにはご相談、お知恵を拝借しなければと

思っています。忙しいあいまをぬって考えてい

ただければ幸いです。（抜粋） 

第 49期 第 1回クラブアッセンブリーについて 

日 時 ： ３月 28日（金） 午後 6時 

場 所 ： 松 正 

会 費 ： 3,000円 

議 題 ： 第 49期委員会活動について 

出席義務者 

山田正史 篠田博文 関谷泰久 大嶽政彦 

伊藤義弘 山下智久 加知康之 松 本 昇 

伊藤正雄 各務和宏 佐 藤 正 佐々木鉾二 

大岩順子 各務成喜 中島竹壽 山 口 寛 

2014年度地区研修協議会 

日 時 ： 2014年 4月 13日(日) 

      登録受付・昼食 10:30 

      点鐘 12:00 終了 17:00    

会 場 ： 多治見市文化会館 

分科会 ： セラミックパーク MINO 

      多治見市美濃焼ミュージア                    

 

おめでとう 

ございます 


