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10月22･23日(土･日)地区大会 高山市民文化会館

10月29日(土）

地区Ｒ財団研修セミナー じゅうろくﾌﾟﾗｻﾞ

11月12日(土)ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）ｾﾗﾄﾋﾟｱ土岐

２０１６年９月２６日 №2907 – 59 – 12

会長の時間    

波多野一夫会長
             

・国際ロータリー

第2630地区について

本日の例会プログラム

※ガバナー会長幹事懇談会 10：45～11：30
※昼 食         11：30～12：20
※例 会         12：30～13：30

１．開会点鐘

２．「国歌」及び「奉仕の理想」斉唱

３．ゲストの紹介

  国際ﾛｰﾀﾘｰ第2630地区 剱田廣喜
けんだひろよし

ガバナー

   〃       村瀬
むらせ

祐治
ゆうじ

地区幹事

     〃 岐阜東濃ｸﾞﾙｰﾌﾟ 齋
さい

木
き

寛
かん

治
じ

ガバナー補佐

       〃 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐帯同者 安江
やすえ

努
つとむ

君(土岐RC)
４．齋木寛治ガバナー補佐挨拶

５．地区委員出向者紹介

６．会長の時間（中津川ｾﾝﾀｰRC・恵那RC・中津川RC）
７．出席率発表、スマイルボックス・ニコボックス発表

８．会員表彰

  表彰者代表挨拶  伊藤 昇君(中津川RC)
９．卓 話  剱田廣喜ガバナー

    ・地区大会について

10．閉会点鐘

於：パルティールＡＩ

ゲスト紹介

2016～2017年度

国際ロータリー第2630地区
ガバナー

  剱田 廣喜（けんだひろよし）

  高山中央RC

職業分類 製紙原料販売業

略 歴 名古屋学院大学卒業

(株)高橋商店 取締役会長

ﾛｰﾀﾘｰ歴 1991年 高山中央RC入会

2001~02年 高山中央RC会長

2007~09年 地区拡大増強委員長

2009~10年 地区拡大増強ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

2010~11年 地区幹事

2011~12年 濃飛分区ガバナー補佐

2013~14年 財務管理委員

・米山功労者（マルチプル）

・ベネファクター   ・ポール・ハリス・フェロー

会員表彰者

◆ 伊藤 昇君(中津川RC) ・30年以上100％出席

             ・在籍50年以上

・90歳以上

◆ 市川 博君(中津川RC) ・30年以上100％出席

◆ 松田周一君(中津川RC)     〃

◆ 小木曽孝司君(中津川ｾﾝﾀｰRC)  〃

◆ 加藤幸平君(中津川RC) ・在籍50年以上

◆ 阿部龍輔君(恵那RC)     〃

地区行事予定



★野口署長、日頃の安全安心ありがとうございます。本日卓話よ

ろしくお願いします。中津川 THA SOLAR BUDOUKAN
年々盛況おめでとうございます。     

会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★本日の野口警察署長様の卓話を楽しみに聞かせて頂きます。

よろしくお願い致します。  地域問題特別委員長・佐藤好哉君

★≪皆出席サンキュウ≫ 58年例会出席100％章を戴きました。

幾度もらっても感激は一入です。皆様からの友情は亦、格別。

      伊藤 昇君

★この9月3日、叙勲受章の祝賀会を開いていただきました。

当クラブより多数の皆さんに出席頂き、明るく楽しく会を盛り

上げてくださり、有難うございました。発起人代表の市川博さ

んと松田周一さん、鈴木嘉進さん、丸山輝城さんの4名のパス

ト会長に感謝申し上げます。          塚田 晃君

★野口署長さん、卓話楽しみです。            原 満夫君

★野口中津川警察署長さん、本日の卓話よろしくお願いします。

             原 眞平君

★塚田 晃さん、瑞宝単光章受章祝賀会開催おめでとうございま

す。ご挨拶には感服致しました。野口中津川警察署長、ようこ

そ中津川RC へ。本日の卓話宜しくお願いします。 可児 力君

★野口中津川警察署長、本日は公務ご多忙の中、卓話ありがとう

ございます。                         鳴海伸明君

★野口署長の演奏と卓話、楽しみです。トレ・フィーリェの植村

さん、四元さん、楽しい演奏ありがとうございます。

                          長野和夫君、勝野安和君

★野口署長、本日はようこそ中津川ロータリークラブへお出で下

さいました。歓迎します。また、卓話楽しみにしています。

よろしくお願いします。                   田口義也君

★本日、皆出席バッチをいただきました。誠にありがとうござい

ます。                               吉川義康君

★昨日、結婚記念日のお花を戴きありがとうございました。

                                     鈴木康之君

★中津川ザ・ソーラー・ブドウカン、無事に終演しました。25,000
人の来場者になりまして、昨年の 19,000 人から更に増えまし

た。ご後援頂きましてありがとうございました。三尾泰一郎君

★早退致します。4 名

本日の申告48ポイント(累計362.5ポイント)

前前回回のの記記録録 ～～99 月月 1155 日日～～

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 40／68 58.82％
9／8補正出席率 57／68 83.82%
会員総数７２名、出席免除者４名

伊藤 昇君、岡山金平君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

中津川警察署長 野口晴義氏

出席報告

ニコボックス

議題

１) 9月･10月・11月例会プログラムについて

／例会運営委員会  ☆承認

2）第２回ＩＤＭについて       ／職業奉仕委員会

10月20日(木) スナックぽっぽ 18:30～   ☆承認

3）10月･11月度定例理事会について       ／幹事

  10月27日(木)例会終了後 2F小会議室

11月24日(木)例会終了後 2F小会議室     ☆承認

4）「中津川センターRCとの合同例会」決算について

                 ／親睦委員会担当

開催9月8日(木) 木曽路 18：30～                       

参加者 中津川RC45名・中津川ｾﾝﾀｰ RC31名 ／計76名

                    ☆承認

5）「三重ＲＣ歓迎例会」について ／国際交流委員会担当

開催：１１月１７日(木)18：30～

歓迎例会   パルティールＡＩ

  １８日(金) 朝食会 パルティールＡＩ 7：30～

※空港への出迎えは飛行機着時間がわかり次第案内。

                       ☆承認

6）ＣＬＰ戦略委員会 9月30日(金)開催について

                  ／会長  ☆承認

7）新入会員について              

  佐藤 均君  東濃冠婚葬祭(株)   

推薦者・・・・市川 博君、原 満夫君、杉本 潤君

職業分類・・・冠婚葬祭          ☆承認

8）「中津川市市内deオリンピック事業 共催依頼」について

                        ☆保留

報告事項

他行事日程確認

メーキャップ

ゲスト

９月度定例理事会開催報告

ニコボックス
開 催：9月15日(木)13：35～「商工会議所２階会議室」

出席者: 波多野一夫君、麦島寛也君、可児 力君、林 彰君、

鳴海伸明君、後藤大作君、安藤正樹君、長野和夫君、

田口義也君、吉川義康君、佐藤好哉君、糸井川均君、

酒井康孝君。



     

１０月６日＝普通例会     ／米山奨学委員会担当

2013～14年米山奨学生 薛暁飛さん卓話   

１３日＝環境視察訪問 移動例会

「東部広域水道中津川浄水場」の視察

     12：00～13：00 「くるまや」にて食事

13：15～14：00 視察／地域問題特別委員会

２０日＝普通例会 講師 後藤沙矢香様

      「元気な職場は健康体操で」

／職業奉仕委員会担当

２７日＝普通例会 丸山輝城君／情報研修委員会担当

※１０月度定例理事会 13：35～

１１月３日＝法定休日                   

１０日＝普通例会 吉川義康国際交流委員長卓話

               ／国際交流委員会担当

１７日＝三重ＲＣ歓迎例会 ／国際交流委員会担当

     パルティールＡＩ(駒場) 18：30～

１８日(金)パルティールＡＩ 朝食会予定

２４日＝普通例会 財団委員会による卓話

         ／財団担当委員会担当

※１１月度定例理事会 13：35～

            他クラブ移動案内

土  岐＝10／3(月)  2RC合同ガバナー訪問例会

瑞  浪＝10／7(金)   ミュージアム中山道にて

10／7(金)12：30点鐘

多治見西＝10／13(木)の例会は、親睦家族旅行 「上高地」

9月29日(木)＝国際交流委員会 ﾁｬｲﾆｰｽﾞ 18：30～

9月30日(金)＝ＣＬＰ戦略委員会 ﾁｬｲﾆｰｽﾞ 18：30～

10月4日(火)＝第２回役員理事指名委員会 春本18：30～

10月6日(木)＝新会員研修会 更科18：30～/情報研修委員会

10月20日(木)＝第２回ＩＤＭ ぽっぽ 18：30～

フランスの国土面積は日本の約１.５倍で、ブドウ栽培面

積は世界第３位、ワイン生産量ではイタリアと１位、２位

を争っている。

ワイン造りの歴史は2000年以上と大変古く、紀元前600

年頃、フェニキア人が現在のマルセイユ(プロバンス地方)

に上陸し、野生のブドウからワインを造り始めたといわれ

ている。南フランスから始まったワイン造りは、６世紀頃

には全国的にブドウの栽培とワイン醸造が行われるように

なった。

フランスを東西に分けると、西側のボルドー地方などは

大西洋の影響を受け温暖な海洋性気候なので、様々なブド

ウ品種が栽培され、造られるワインも複数のブドウ品種を

使用して造られることが多い。また海に近いため輸出も容

易である。東側のブルゴーニュ地方、シャンパーニュ地方

は内陸部に位置し、大陸性気候または高山性の気候である。

冬の寒さが厳しく、栽培できるブドウ品種も限られてくる。

その為これらの地域のワインは単一品種で造られることが

多い。南部のプロバンス地方は地中海性気候で、温暖で乾

燥した気候はブドウの栽培に都合がよく、ここでも多品種

に渡るブドウが栽培され、フランスワインの一大生産地と

なっている。

   【監修：ソムリエ 大鋸伸行 ｢ワインの基｣より】

       

今後の例会予定

９月１５日スナップ

中津川ＲＣ委員会行事予定

～ワイン講座～

第４回「フランスワインの特徴①」

皆出席表彰 伊藤 昇君58年

可児 力君12年 吉川義康君15年

卓話

「中津川市における最近の事件事故状況」

中津川警察署長  野口晴義氏

   ← ピアノ演奏披露

●日 時・・１０月２０日(木) 18時30分～
●場 所・・「スナック ぽっぽ」
●会 費・・￥３，０００ ～オープン参加歓迎です～

第２回ＩＤМ開催のご案内

ＩＤＭ委員長   原 眞平

〃副委員長  小倉長門

●毎回出席義務者

(役員）波多野会長、麦島副会長、酒井幹事、可児会場監督、

鳴海直前会長、林会長エレクト、後藤副幹事、

原(満)情報研修委員長 (新会員) 宇治川寛君、笹月秀勝君、

小澤賢一君、小縣一夫君、坂巻裕史君、土屋大二郎君

●今回出席要請者 吉川義康君、田口義也君、塚田 晃君、

黒柳昌可君、岡山金平君、吉村敏博君、前野求重君、

勝峰雄君、服部愛弘君、齊藤 隆君、吉村庸輔君、

森塚孝彦君、市川 誠君

雑誌の紹介      卓話者紹介

原情報･研修委員長 佐藤地域問題特別委員長

ﾄﾚ・ﾌｨｰﾘｪの生演奏



渡辺孝パストガバナー

養蜂を主体の会社を経営されており、分区代理の時のガバ

ナーでしたので一番接近しておりましたので印象が深い。

私は日頃より「一隅を照らす」という言葉を座右の銘と

しておりますので地区のテーマとしたい、これは伝教大師

の言葉で一人一人の善行は社会の一隅を照らすに過ぎない

が、その数が増えてゆき1,000人、10,000人ともなれば

次第に社会全体が明るくなっていくと言ったものです。

一燈照隅、万燈照隅とも言

い、ロータリーの精神だと

思うのです。

何処の会場を訪問された

時も、この様に大正教が説

法されるが如く坦々として

行われました。

若松徳衛パストガバナー

分区代理（ガバナー補佐）を引受け

I・C・G・F（I・M）を開催するに

当り、カウンセラーにご依頼の為、

二見ヶ浦の自宅がある二見ヶ浦「二

見館」を間喜一郎会長と篠田英也幹

事の3人で訪問した時です。

私は祖先から中津川の方へ絶対足を向け寝られない

と申し付けられております。それは金融で困った時、

折々泊まって頂いた間杢右エ門さんに大変助けられた

そうです。すると間君は私の本家ですと言った、その発

言に驚かれました。

クラブテーマ【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】クラブテーマ 【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】

ガバナーいろいろ   伊藤 昇

盛田秀平パストガバナー

敷島パンの社長で多治見の

次は中津川に RC を創ろう

と、梅信亭大広間に幾度とな

く来られ RC 設立の必要性

を説かれました。

そして1958年6月15日の

創立総会に至ったのです。

実に熱心な方でした。

創立以来、幾多のガバナーのご指導を頂いたが、その中で特に印象に残る方々を想い出してみました。

1957～58年  盛田
もりた

秀
しゅう

平
へい

PG (名古屋RC)

1558～59年  九鬼
く き

絞七
もんしち

PG   (四日市RC)

1972～73年  若松
わかまつ

徳
とく

衛
え

PG   (伊勢RC)

1975～76年  中田
なかた

清
せい

衛
べい

PG (富山RC)

1986～87年  渡辺
わたなべ

孝
こう

PG （岐阜南RC）

九鬼絞七パストガバナー

11 月 23 日チャーターナイトの前夜、四日市商工

会議所が全焼しました。会頭であったガバナーは

何事もなかった如く中津川RC の式典に出席をさ

れて、行事の終わる迄務められた、その責任感旺

盛には驚きました。

中田清衛パストガバナー

会長の時です。その頃の公式訪問は前泊され、

二日間の接待です。処が、旅館が古いと言わ

れ、ホテルに変えますと、今度は部屋が狭い

と言われる。亦、事業に付いても無用な寄付

行為をするのでなく、自ら熱意を持って奉仕

をすべきだと叱られました。

次期ガバナー事務所への引継ぎ
いつもにこやかな中田ガバナー

1958年

中津川RCチャーターナイト

1958年 中津川RCチャーターナイト


