サブテーマ：〔相手のこころを理解しよう〕

2009‑2010 年度 国際ロータリーのテーマ

本日のプログラム
1.開会点鐘
2.Ｒソング斉唱
3.ゲスト・ビジターの紹介
4.会長の時間
5.中津川 RC 会長、幹事挨拶
6.食事と交歓
7.出席率・スマイルボックスの発表
8.委員会・幹事報告
9.四大奉仕委員長抱負
10.閉会点鐘

今後のプログラム
7 月 20 日法定休日
7 月 27 日

前年度決算報告
三大活動委員長挨拶
理事会

8月 3 日

特別休会

8 月 10 日

ガバナー補佐訪問例会

8 月 17 日

納涼例会

新年度、初回の例会と言うことで緊張いたしました。
今後のプログラムにてご案内の通り、次回は四大奉仕委員長の抱負挨拶と
中津川 RC 原会長・鈴村幹事の訪問ご挨拶があります。
２７日例会では前年度決算報告と三大活動委員長抱負挨拶があります。
その他２７日は理事会を開催します。

前回の出席率
7月

我がセンタークラブ
中津川センターロータリークラブは、昭和５０年に
中津川クラブをスポンサークラブとして３７名の会員
で設立されました。今期で３５周年となります。
現在ではチャーターメンバーとして、磯村さんただ
一人となり、３５年の歴史を感じます。一期生として
可児、吉川、小木曽さんの三名が在籍されております。
36 期会長 板頭鈔三
過去を振り返って見ますと、１０年後が６９名、２０
年後が８９名、この時点がピークでした。過去の景気
動向が反映されていた時期だと思います。人間に例え
ますと我がクラブも１９歳から２５歳が一番元気も良
く、何か有るごとに二次会三次会四次会が当たり前の
ように続きました。でも本当に何をしても楽しい時期
だった事を今でも思い出します。
２２歳のとき三井会長の時期に拡大が叫ばれ、我がクラブもクラブホーラム
等で話し合いがなされ、中津川を境に市内側、坂本側でクラブを二つに分ける
事が検討されましたが、結果的には取りやめになりました。当時は行け行けど
んどん状態でしたから、一部の反対が無ければそうなっていたかもしれないで
す。今考えるともし三クラブ出来ていたら大変な状況に成っていたと思いま
す。今、３５歳になり子供が高校へ上がりこれからが又お金がかかり、とても
遊んでは居られない。もうそろそろマイホームもほしいと誰もが思う時期に当
てはまると思います。
４０歳を過ぎると又二度目の元気が出てきて、違った遊びの虫が起きる頃で
はないでしょうか。我がセンターロータリークラブもほぼ同じような歩をして
います。今は４９人の会員には成りましたが、これから後５年間ぐらいで意気
のいい若者でピーク時に匹敵する事を念じます。

6 日出席率

86.96%(40/4６)

（会員総数４９名

出席免除者３名)

6 月 22 日補正出席 89.36％(42/47)

連続皆出席表彰

丸山充信君・・・１６年

メーキャップ
板頭鈔三君、村上幸博君（中津川）
、鈴木捷也君（D2630）

＜四つのテスト＞
1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるか
どうか

2009 年
7 月 13 日
Ｎｏ1581

会長

板頭鈔三

７月度会場設営

副会長

梅田英樹

役員・会計担当

幹事

村上幸博

会報正

纐纈

会報副

小栗正義

次回は１月度

均

例会場：中津川商工会議所３階
例会日：月曜日 12:30〜13:30
事務局：中津川商工会議所３階

TEL：66‑7301
携帯 090‑1478‑8304
E‑mailinfo@2630ncrotary.org
URL‑http://www.2630ncrotary.org
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氏名

小木曽

孝司

職業分類 清酒販売

・入会年月日Ｓ５０．１１・年齢７５才・
・在籍年数

３４年

職業紹介と所感
清酒、調味料、LP ガス、ガス器具販売
ロータリーに思うこと

・皆さん、今日からスタートする事に成りました。板頭、梅田副会長、村上幹事で一年間大変大変大変お世話になります。板頭釥三
梅田英樹
村上幸博
・板頭、村上丸出向おめでとうございます。一年間安全航行で無事帰港出来るよう祈っています。７月 1 日に中津川市社
会福祉協議会の理事に就任しました。皆さんの協力よろしくお願いします。
織田光好
・板頭さん満を持しての３５周年への出向。持ち前のバイタリティで当クラブを引っ張って行くことに期待します。
丸山充信
・新荘ロータリークラブ会長交代式とフランクさんのお悔やみに６月 26〜29 日訪台しました。盛大な交代式でした。台湾
では直前会長のことを輔導社長と言われています。その名に恥じないよう一年間勤めさせていただきます。
丸山充信
・新会員高橋正能君がヒザの手術で二ヶ月入院リハビリを必要とします。大変遅れますことをお詫び申し上げます。
丸山充信
・７月 4 日に開催されました恵那神社宮司梅村さんの神職昇級祝賀会発起人、可児さんにおかれましては大変立派な祝賀会
ありがとうございました。出席された当クラブの磯村、鷹見、熊崎、織田さん大変ご苦労様でした。
丸山充信
・一年間しっかりと勉強させて頂きます。宜しくお願い申し上げます。
会長エレクト勝野正彦
副幹事南 裕之
・板頭会長、村上幹事、梅田副会長の門出を祝います。
小倉忠雄
・板頭会長、会長就任おめでとうございます。
幸脇利幸
・板頭さん、就任おめでとうございます。一年間無事に終わるよう祈っています。
武田満弘
・板頭丸、３５周年ご苦労様です。
鈴木捷也
・板頭会長、村上幹事のご活躍を心からご支援申し上げます。
古川和博
・新役員の方々の活躍をご期待します。
吉村浩平
・板頭、梅田、村上丸の船出を心より祝福申し上げます。３５周年も重なりご苦労様でございます。
山本正博
・いよいよ宇宙船板頭丸の出航です。環境保全委員も異体同心で頑張ってまいります。御指導の程、よろしく。
幸脇利幸
加藤悦朗
堀
務
・新たなるスタート。板頭丸の出航おめでとうございます。新世代委員会の活動にもご協力をお願い致します。
伊藤博行
・梅村宮司神職昇級祝賀会には 180 余名の皆様の参加で、発起人代表として務めることが出来ました。当クラブ会員の
皆様の中でも多数のご出席を頂き感謝申し上げます。
可児豊司
・信友会ゴルフコンペにて優勝することが出来ました。ありがとうございました。
宮田義和
・城山病院、関連施設の夏祭りを 7 月 25 日に行います。今年で 13 回目を迎えますが、会員皆様にも都合がつきましたら
お出かけ頂ければと事務局にポースター掲示致します。宜しくお願いします。
赤座 薫
・7 月 4 日会議所ホールで恵那神社宮司の神職昇級祝賀会が盛大に開催されました。祝賀会の発起をされた可児豊司君の
準備万端の指導により代表として活躍されました。大変ご苦労様でした。
磯村邦彦
・「ロータリーは奉仕の学校です」「例会は奉仕の教室です」そして会長は「奉仕の学校の校長先生です」校長先生は何を
為すべきか。板頭会長、村上幹事、どうか中津川センターRC のため、35 周年事業の成功のためリーダーシップを発揮
してください。ご苦労様です。
磯村邦彦
・おおらかな例会、楽しい例会時には「チクリ」一年間おつきあいの程、宜しくお願いします。 SAA 可児豊司、SAA 副織田光好
・本年度、親睦委員会にてスマイル BOX を担当致しますので宜しくお願いします。
親睦委員会一同
・出席委員会一年間宜しくお願いします。
堀 正勝
・今年度もお世話になります。引き続き宜しくお願いします。
大熊幸彦
・本年度より会報に例会場での写真をのせて頂きます。掲載された方は沢山のスマイルをお願いします。
安藤 茂
・妻の誕生日を祝ってもらいありがとうございます。
武田満弘
・誕生日を祝ってもらいありがとうございました。
小椋一朗
・今回全国信用金庫協会主催の「商店街ルネッサンス コンテスト」に大熊支店長の計らいで、応募していただきイルミ
ネ−ション イン 中津川 ウインターフェスティバル実行委員会が、奨励賞を受賞しました。皆さんの暖かいご支援
のおかげで受賞できた事に感謝をします。
実行委員長宮崎 勉、鈴木捷也、小倉忠雄、板頭釥三、熊崎金良、幸脇利幸
・会報委員会一年間を小栗副委員長と共によろしくお願いいたします。
纐纈 均
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・本日はいよいよ最終例会になりました。内容は会長、幹事の退任挨拶ですので、少し

会長

早めに終了予定です。

丸山充信

副会長 立木亮治

・6 月 26 日から訪台し、27 日の新荘ロータリークラブ会長交代式に出席します。

幹事

吉村浩平

会長

丸山充信

30 日の新荘ロータリークラブ、フランクさんの葬儀告別式には板頭会長エレクト、
吉川さん夫婦、小倉さん、中田さんが訪台参列します。ご苦労様です。
私は 30 日に岐阜国体にまつわる重要な会議が開催されるため、お悔やみの訪問をさせ
て頂き 29 日に帰国します。
・松下先生、柘植君ご苦労様でした。又近いうちに戻られることを記念します。

会長

丸山充信

・中津川市社会福祉協議会評議員にロータリークラブ宛職として就任しました。

会長

丸山充信

任期は 2 年です。
・南さんウィークリー一年間ご苦労様でした。最後に中津川センターロータリークラブの

会長

丸山充信

会長

丸山充信

英文スペルのうち大文字と小文字の違いを指摘してごめんなさい。
・20 日（土）すずめっこ杉の子幼稚園運動会が盛大に開催することが出来ました。小倉忠
雄さん、恵那ロータリークラブ近松会長など関係者のお孫さんが一生懸命運動会に取り
組んでいました。
・丸山会長、いよいよ最終例会ですね。お疲れ様でした。あなたは目立ちそうで目立た 会長エレクト板頭鈔三
なくいつも誰が会長か解って居るのか、と いつも言ってました。
私は、来期から一目見たら解かる目印を付ける事にしました。お楽しみに。
・本日、幹事退任挨拶をさせていただきます。一年間ありがとうございました。
・丸山丸の無事御帰還、誠におめでとう御座います。御苦労様でした。

幹事 吉村浩平
小倉

忠雄

・丸山会長、吉村幹事そして役員の皆さん、一年間御苦労様でした。丸山会長の「会長の

磯村

邦彦

時間」のスピーチは、私は「成程」と何回も感銘を受けました。敬意を表します。
・丸山、吉村丸、無事に帰港することが出来。一年間ご苦労様でした。

織田

光好

・丸山、吉村、立木、各氏

山本

正博

大変ご苦労様でした。又、移動例会の映画鑑賞ありがとう

ございました。来年度の執行部の皆様もよろしくお願いします。
・一年間ご愛読ありがとうございました。誤字ばかりですみませんでした。

会報

・一年間ご協力ありがとうございました。又、来期は親睦活動委員長です。スマイル

国際奉仕委員長

ボックスもたくさん御協力をお願いします。
・一年間のご協力ありがとうございました。

南

裕之

安藤 茂
プログラム委員会
伊藤 博行

・某有名ギターメーカーの争奪戦ゴルフコンペで、新作オリジナルギターを獲得しました。
この場で一曲と思いましたが、又、次の機会に弾かせて下さい。

中田 義昭

・10 年間大変御世話になり有難うございました。

柘植 留吉

・4 年間お世話になりました。心から厚く感謝申し上げます。

松下 邦雄

会
会員
日
員誕
誕生
生日
篠田敏政君 7月

夫
生日
日
夫人
人誕
誕生
2日

加藤みどりさん 7 月 10 日

小椋一朗君 7 月 22 日

武田千津子さん 7 月 16 日
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