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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＝三重扶輪社歓迎例会／   〃

  空港出迎え 中津川駅9：15出発

歓迎例会 ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙﾌﾟﾗｽ(駒場)  18：30～

歓迎懇親会 ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙＡＩ(新館) 19：00～

18日(金) 朝食会 ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙＡＩ   8：00～

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～

10月29日(土)＝地区Ｒ財団研修セミナー

じゅうろくプラザ12：00～

     林会長ｴﾚｸﾄ、後藤副幹事、吉村財団委員長参加

11月12日(土)＝ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）

セラトピア土岐 14：30～

中津川商工会議所13：15出発

11月13日(日)＝中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ

ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部8:00～

２０１６年１０月２７日 №2911 – 59 – 16

今後の例会予定

会長の時間    

波多野一夫会長
         

・地区大会の報告

        

（写真左）齋木寛治ガバナー補佐

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．ソ ン グ ＝ ｢ 手に手つないで ｣

３．ゲスト、ビジターの紹介

４．食事と交歓

５．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告

６．会長の時間

７．卓話 中津川商工会議所 会頭 丸山輝城氏

      「まちづくりに挑んだ９年 その真実」

情報･研修委員会担当

８．閉 会 点 鐘

地区行事予定

ゲスト紹介

平成 6年1月 1日～現在 社会福祉法人恵峰会理事長

平成 9年5月24日～現在 中津川木材工業協同組合代表理事

平成13年4月1日～

平成25年5月28日

(協) 菱風会理事長

平成15年5月30日～現在 岐阜県木材組合連合会副会長

平成18年4月1日～

平成26年3月31日

中津川市消防団団長

平成23年4月1日～

平成26年3月31日

(更) 岐阜県共助会理事長

平成元年7月 1日～ 中津川商工会議所常議員

平成12年11月24日～ 中津川商工会議所副会頭

平成19年11月 1日～

平成28年10月31日
中津川商工会議所会頭

      中津川商工会議所会頭

丸山 輝城氏(まるやまてるき)

          昭和19年12月25日生 (71歳)
職業：丸山木材工業(株)

          代表取締役



～～１１００月月２２００日日のの記記録録～～

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 39／68 57.35％
10/13 補正出席率 51／68 75.00%

会員総数７２名、出席免除者４名

この町のあの時  ５５年ほど前 東小学校北側

(現在はアパートになっております)

提供：丸山輝城君

★後藤沙矢香さん、不健康体ばかり揃いました。ご指導よろ

しくお願いします。正野知義君の入会を歓迎します。

会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★この度お世話になることになりました。東海東京証券中津

川支店支店長 正野知義と申します。よろしくお願い致し

ます。                             新会員・正野知義君

★今日は職業奉仕委員会担当の卓話ですが、「健康体操～生

き生きと毎日を過ごすために!!」と題して、後藤沙矢香さ

んに指導をお願いしました。食事の後のきつい時間です

が、宜しくお願いします。職業奉仕委員長・田口義地義也君

★後藤沙矢香さん、本日の卓話と健康体操よろしくお願いし

ます。                                     可児 力君

★最近結構良い事が続き、運気が上へむいております。

丸山輝城君

★本日米山功労賞第３回マルチプルをいただきました。

あり がとうございます。         齊藤 隆君

★先日は結婚記念日の素敵なお花をいただき、ありがとうご

ざいました。突然のプレゼントに夫婦共々驚きと喜びの一

日でした。           桂川邦俊君、大鋸伸行君

★早退します。3名 本日の申告22.5 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計432 ﾎﾟｲﾝﾄ)

ゲスト

出席報告

後藤 沙矢香様

職業奉仕委員会担当例会 講師 後藤沙矢香様
「健康体操～生き生きと毎日をすごすために!!」     

   

新会員紹介     新会員挨拶     第3回米山功労賞ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ

鈴村正樹君     正野知義君       齊藤 隆君

ニコボックス

国際交流委員会開催報告

開 催：10月19日(水) チャイニーズ勝宗18：30～

出席者：波多野会長、麦島副会長、長野和夫君、

鈴木康之君、三宅正朗君、鈴木 力君、

市川 誠君、小縣一夫君、笹月秀勝君、

小澤賢一君、土屋大二郎君

・三重扶輪社歓迎例会、忘年会、新年家族例会、

合同例会、春の家族例会、創立記念例会について

親睦委員会開催報告

開 催：10月20日(木) ３階小会議室13：40～

出席者：波多野会長、酒井幹事、林会長エレクト、

吉川委員長、小川副委員長、鈴木雅彦君、

粥川正勝君、若森まり子君、吉村和子君、

長野親睦委員長

・三重扶輪社歓迎例会準備 について

１０月２０日スナップ
ニコボックス



毎年、ワイン好きはそわそわとしてしまう、イベント「ボジョレーヌーボー

の解禁日！」毎年決まった日がボジョレーヌーボー（ボージョレ・ヌーヴォ）の解禁日として決められており、そ

れ以前に販売されることは一切認められていません。そのため、今年のワインをいち早く試してみたいというワイ

ン好きが一斉に飛びついてしまうため、予約が殺到します。まず最も気になる解禁日ですが、例年11月第三週目の

木曜日と決められています。そのため今年2016年は11月17日の木曜日となります。まずボジョレーヌーボーは、そ

の年の秋に実った葡萄のみを発酵して作られたワインです。（マセラシオン・カルヴォニックと言う醸造方法）

そのため、その年のぶどうの出来によっては味が大きく変動してしまうのがボジョレーヌーボーの特徴です。

ボジョレーヌーボーの「ボジョレー」はフランスのぶどうを栽培する著名な地域名です。「ヌーボー」は新酒の、

新しいという意味があり、合わせて新しいその年のワインという意味になります。 また正確な定義はないのです

が、一般的には赤ワインのみがボジョレーヌーボーとして受け入れられています。ボジョレーヌーボーの出来は、

つまるところ原産のぶどうの出来。いいぶどうが育つかどうかは、その年の夏から秋にどれだけ晴れてどれだけ日

光がぶどうに当たるかが鍵です。こればかりは、そのシーズンになってみないと分かりません。しかし、最近はぶ

どうの栽培方法が改善してきているためか、ボジョレーヌーボーも比較的美味しい味で安定する傾向にあると言わ

れています。夏の終わりにかけて雨が非常に多かった2012年は、やっぱりいいぶどうは取れずに、久々にひどいボ

ジョレーヌーボーが出来上がったと逆に話題になってしまうこともありましたが…。

毎年、ボジョレーヌーボーを売り込むために、｢過去何年間で一番の出来！｣｢最高傑作!｣などのキャッチコピーで

売られていますが(笑)、正直10年以上前のボジョレーヌーボー人気と思いますと最近では年々出荷量も減って来て

いるのが事実です。2016年も名実ともに過去最高傑作となることを期待したいですね！

ブルゴーニュ地方のワイン生産量のうち約40%がこの地（ボジョレー地区）で造られる赤ワインである。葡萄品種

はガメイ種から造られ、ボジョレーヌーボーはボジョレー地区全体の3分の1に当たります。

【監修：ソムリエ 大鋸伸行 】

～ワイン講座～ 第６回「ボジョレーヌーボーのお話」

第２回ＩＤＭ開催報告

開 催：10月20日(木) ぽっぽ18：30～ 32名参加

原眞平 IDM委員長より、今回のテーマを「国際交流」

とし第二回IDMを開催しました。

当月誕生日を迎える伊藤昇パスト会長より一言と、

ロータリーの歴史的よもやま話を頂きました。引き続き

三尾義彦パスト会長より三重RCと当クラブの歴史につ

いてお話を頂きました。会場のぽっぽ様の美味しい料理

と多くの美酒に舌鼓を打ちながら「国際交流」に談議が

膨らみ、意義あるIDMとなりました。

≪報告 小倉長門ＩＤＭ副委員長≫

波多野会長挨拶 三尾義彦君        伊藤昇君



友愛の席  もっちりことら 御菓子所しん

もちもちとした、どら焼きの皮であっさり

粒餡をサンドして仕上げました。

            他クラブ移動案内

中津川センター＝10／31(月)は「ふるさと芸能文化発表会」

       「東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール」

30日(日)10：00～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝11／8(火)は秋の親睦日帰り旅行

        「名古屋ブルーノート」

恵  那＝11／8(火)は特別休会

ロータリーレートのお知らせ

２０１6年11月は １㌦＝102円になります。（10月と同じ）

       ～三重扶輪社歓迎例会 案内～

１１月１７日(木)～１８日(金) ２１名来日

（訪問団 中部国際空港セントレア 11：45着）

・空港出迎え 中津川駅9：15発

・歓迎昼食会 「海賊」（常滑）13：10～

・歓迎例会 パルティールプラス 18：30～

・ 〃懇親会  パルティールＡＩ  19：00～

・二次会   ﾜｲﾝﾘﾊﾞｰ・じゅう兵衛 21：00～

（18日）朝食会 パルティールＡＩ  8：00～

会員の皆様、ご夫人様

多数のご参加よろしくお願いします

国際ロータリー第2630地区

地区大会 10月22日(土)・23日(日) 高山市民文化会館

地区大会「地区決議会」開催報告

開催：10月22日(土)11：00～
(地区大会開催前・小ホールにて)

出席要請：各ロータリークラブ選挙人

(波多野、可児、酒井)
参加：波多野一夫君          議長：波多野一夫君

   （可児力君、酒井康孝君は委任状提出）

※大会決議内容・結果については、後日お知らせいたします。

                                   

中津川帰省後の夕食会 お疲れ様でした！

                                        

                                   

高山中央ＲＣ夫人
～和装にてお迎えしてくださいました～

地区大会参加者

波多野一夫君、酒井康孝君、可児 力君、

林  彰君、 後藤大作君、原 満夫君、

糸井川均君、 田口義也君、志津竜良君、

吉川義康君、 吉村敏博君、佐藤好哉君、

鈴木康之君、 市川 誠君

                          

剱田廣喜ガバナー 挨拶                  

齋木寛治ガバナー補佐
東濃8クラブ紹介

                                       

                                

ＲＩ会長代理桜井権司氏
国際ﾛｰﾀﾘｰ現況報告

                                        


