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サブテーマ

： 会員一人一人の好意と友情を深めよう

2010〜2011 年度 ＲＩテーマ

本日は、国際ロータリー第 2630 地区岐阜東
濃分区、ガバナー補佐加納忠行様、ガバナー
補佐幹事水野正信様をお迎えしての例会で
す。加納ガバナー補佐には後ほど卓話を頂戴
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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.

食事と交歓

6.

出席率・ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽの発表

7.

委員会・幹事報告

8.

卓話・会員増強委員会

9.

閉会点鐘

いたします。また例会終了後にはクラブアッ
センブリーにご参加いただき講評をお願い申し上げます。
さて、7 月 26 日の理事会において米山奨学・鈴木委員長よりロータリー米山
奨学事業について説明がありました。この事業は全国のロータリアンからの寄付
金を財源として日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事
業です。
東濃地区における該当する大学は中京学院大学のみです。新会員の田中信博
（中京学院大学事務局長）君の協力も得て当クラブとしても実現に向けて積極的
に取り組み推し進めてゆきたいと思います。
鈴木委員長、田中副委員長よろしくお願いします。
また、7 月 10 日に岐阜で開かれました地区ロータリー財団研修セミナーの報

今後のプログラム
8/16
8/23

特別休会

告がロータリー財団・幸脇委員長よりありました。この中で財団からの補助金等

ガバナー公式訪問

のお話があった訳ですがこれらの補助金活用を是非とも新世代委員会、職業奉仕

（3 クラブ合同）
8/30

納涼家族例会

委員会、社会奉仕委員会等で活用できるか否か幸脇委員長を交えてご相談、研究
をしていただければと思います。

＊＊＊＊

何れに致しましても中津川センターロータリークラブとして少しでも米山奨
学事業、ロータリー財団等の活用ができればと思います。

前回の出席率
8/2
88.89％ （40/45）
会員総数
46 名
出席免除者(定款 9-3-ｂ) 04 名
7/26 補正 93.18％ （41/44）
【ゲスト】
岐阜東濃分区ガバナー補佐
加納忠行様
ガバナー補佐幹事
水野正信様

【連続皆出席表彰】
堀 正勝君・・・２年
【事務局夏季休暇のお知らせ】
８月１２日〜８月１７日
緊急連絡は南裕之幹事へお願い致
します。



そして会員皆様のご協力も必要でございます。よろしくお願いします。

・ 第 2630 地区 地区大会に参加願います。
10 月 23 日（土）24 日（日）8：00 受付、於：高山市民文化会館

四つのテスト

【発行責任者】

例会場：中津川商工会議所

1.

真実かどうか

会長 勝野正彦

例会日：月曜日 12:30〜13:30

2.

みんなに公平か

幹事 南 裕之

事務局：中津川商工会議所 3 階

3.

好意と友情を深めるか

会報 小栗正義

TEL：0573-66-7301（事務局）

4.

みんなのためになるか

（原稿送付先:

携帯：090-3580-0397（南幹事）

どうか

mao.oguriya5151

E-mail：info@2630ncrotary.org

@gmail.com）

URL：http://www.2630ncrotary.org
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東濃分区ガバナー補佐 加納忠行様
◇ RI 会長強調事項。
①

ポリオプラス、② 青少年問題、③ 平和と紛争予防、紛争解決、④ 疾病予防と治療、⑤

水と衛生設備、⑥ 母子の健康、⑦ 基本的教育と識字率向上、⑧ 経済と地域社会の発展
◇ 桑月心ガバナーによるガバナーテーマは「ともに生きる」。ガバナーの地区重点事項。
①

毎週の例会を大切にしよう。② RI テーマを理解し奉仕プロジェクトの立案に役立てよう。

③ クラブと地区は長期計画を立てよう。④ポリオの状況を理解し、撲滅しよう。⑤「毎年あなたも 100 ドルを」推進しよう。⑥ 地区大会
（10/24）に参加しよう。⑦ 青少年プログラムを支援しよう。
◇ 東濃分区ガバナー補佐の役割は、ガバナーを補佐することですが、あえて私の強調事項を付け加えさせて頂くなら、「新人の教育」
です。先人ロータリアンの歴史を正しく後輩に伝える役割を先輩に担って頂きたい。
◇ 10 月 9 日（土）、IM を開催します。テーマは「災害時におけるロータリアンの心得」とし、東海大地震を想定した基調講演を行います。

次回例会は、ガバナー公式訪問

日

3RC 合同例会となります。お間違えなく！

時：8 月 23 日（月）
11：30〜12：20 昼食、12：30〜13：30 例会
（3RC 合同 会長幹事懇談会は 10：30〜11：30）

場

所：パルティール

例会スケジュール
1. 開会点鐘
2. 国家斉唱 3. 奉仕の理想斉唱
4. ゲストの紹介
5. 加納ガバナー補佐挨拶
6. 地区委員出向者紹介・・・加納ガバナー補佐
7. 会長の時間 （ｾﾝﾀｰ・中津川 ・恵那 −各 RC 会長）
8. 出席委員会、ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ発表、幹事報告 3RC 担当者
9. 卓話 桑月ガバナー
10. 閉会点鐘

Smile Box
 本日は活気ある中津川センターＲＣにお招き頂きまして有難うございます。宜しくお願い申し上げます。
岐阜東濃分区ガバナー補佐 加納忠行
 中津川センターロータリークラブの皆様、本日は宜しくお願い申し上げます。

ガバナー補佐幹事 水野正信

 東濃分区ガバナー補佐・加納様、猛暑の中、公式訪問ご苦労様です。ガバナー補佐抱負「善行は轍跡なし」拝読致しました。一年
間のご指導宜しくお願い致します。

元ガバナー補佐 可児豊司

 加納忠行ガバナー補佐、水野正信ガバナー補佐幹事、ようこそお越し下さいました。歓迎致します。
会長 勝野正彦、副会長 山本正博、幹事 南 裕之、直前会長 板頭鈔三、ＳＡＡ 織田光好
 今年度も会計を担当させて頂きます。宜しくお願い致します。

大熊幸彦

 ウィークリーに昨年度スマイル総額を掲載致しました。皆様のご協力有難うございました。

安藤 茂

 毎年植樹例会でお世話になっています「東濃会」の会長・西村さんから頼まれましたのでスマイルします。東濃会で 8/5（木）9:30〜
3:00 まで家族炭焼き体験教室を行います。火熾し、竹炭焼き、竹細工（竹トンボ作り・水鉄砲作り）を行います。お子さん、お孫さん
の 1 作品・1 研究などに如何でしょうか？ご参加宜しくお願いします。パンフレットを回しますので宜しくお願いします。

垂見孝也

 この度ゴルフ同好会会長になりましたので、皆様のご協力をお願い致します。

宮田義和

 ウィークリーに写真を載せて頂き有難うございました。

郷原基幸

 誕生日を祝って頂き有難うございます。板頭鈔三、園原祐一、堀井弘之、小木曽孝司、可児豊司、原 恵雄、山本正博、古川和博
 妻の誕生日を祝って頂き有難うございました。

小椋一朗、磯村邦彦、小栗正義、赤座 薫

 7 月 29 日㈱トライ・田口社長より、松田区内マップを寄贈して頂きました。区民を代表して受け取りました。記者発表して各新聞社に
掲載して頂きました。

織田光好

 長男・勇太朗の誕生日を祝ってスマイルします。

南 裕之

 9 月 5 日文化会館にて、海上自衛隊・舞鶴音楽隊コンサートがあります。是非聞いて下さい。

安藤 茂
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