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１２月  １日→４日(日) 六斎市に移動 本町9：00～

８日＝年次総会・忘年会 アニーホール18:30～

             会長／親睦委員会担当

１５日＝普通例会    ／情報・研修委員会担当

    岐阜県商工会連合会長 岡山金平氏卓話

２２日＝普通例会 ／例会運営委員会担当

    山本 亮例会運営副委員長卓話

※１２月度定例理事会 13：35～

２９日＝クラブフォーラム 神戸館 11：30～

                             

１２月７日(水)＝中津川四クラブ会長幹事懇談会

見晴荘 18：00～

波多野会長、酒井幹事、事務局参加

この町のあの時  丸K 自動車前 昭和１１年頃

      提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

友愛の席 豆大福   松葉

北海道の小豆を上品な甘さにじっくり

炊き上げ、程よい大きさのお豆と柔らかな

お餅で包みました

２０１６年１１月２４日 №2914 – 59 – 18

今後の例会予定

会長の時間    

波多野一夫会長
         

・ﾛｰﾀﾘｰ財団月間

         

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．ソ ン グ ＝ ｢ それでこそロータリー ｣

３．ゲスト、ビジターの紹介

４．ロータリー財団表彰

５．食事と交歓

６．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告

７．会長の時間

８．卓話 財団担当委員会の卓話

吉村庸輔財団担当委員長・伊藤昇PP
／財団担当委員会担当

９．閉 会 点 鐘

地区行事予定

  鈴木嘉進君、原 満夫君（4,000㌦）

武川典靖君、田口清男君（3,000㌦）

鳴海伸明君      （2,000㌦）

勝野安和君、間龍一郎君（1,000㌦）

ポール・ハリス・フェロー

人道的補助金プログラムへ累計1,000ドル以上の寄付した人

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

人道的補助金プログラムへ累計2,000ドル以上の寄付した人

  

ロータリー財団表彰者



ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 53／68 77.94％
11/10補正出席率 68／68 100.0%

会員総数７２名、出席免除者４名

★三重扶輪社 何存發会長、陳柏廷国際委員長、会員の皆様、

ご家族の皆様、ようこそ歓迎致します。中津川の秋をご堪能下さい。

会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★台湾三重の皆様、今日は久しぶりにお会い出来る事をお待ちしてい

ました。私の台湾RCとの交流は４２年前になります。

時間の有る限りご懇談を致しましょう。               市川 博君

★台湾三重扶輪社の皆様、ようこそ中津川へお出で下さいました。

歓迎致します。                      松田周一君

★三重RCの皆様の御来訪を歓迎申し上げます。会長エレクト・林 彰君

★三重扶輪社の皆様、心より歓迎致します。    直前会長・鳴海伸明君

★三重扶輪社の皆様、ようこそ中津川へ。ご歓迎申し上げます。

大堀壽延君、鈴木 力君、原政幸君、吉村敏博君、糸井川均君

★三重扶輪社訪問団の皆さん、ようこそ中津川RCへ。歓迎致します。

本日はよろしくお願い致します。原 眞平君、可児 力君・三尾泰一朗君

★三重扶輪社の皆様、ようこそ中津川へ。熱烈歓迎します。

親睦委員長・長野和夫君

★三重扶輪社の皆様、中津川への来訪歓迎します。    齊藤 隆君

★≪三重RC の皆様 歓迎致します≫

中津川の夜を充分にお楽しみ下さい。   佐藤好哉君、後藤大作君

★三重扶輪社の皆様のご来訪を心より歓迎申し上げます。中津川 RC
のご婦人の皆様、ご出席誠に有難うございます。今宵は交歓会を最

後までお楽しみ下さい。                     国際交流委員会一同

本日の申告63 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計631.5 ﾎﾟｲﾝﾄ)

      移動例会の為、カードメーキャップの方
小木曽孝司君、堀 務君、丸山充信君、立木亮治君、
堀 正勝君(中津川センターRC)

出席報告

ニコボックス

波多野一夫君、麦島寛也君、酒井康孝君、可児 力君、林 彰君、

安藤正樹君、原 満夫君、糸井川均君、長野和夫君、田口義也君、

志津竜良君、吉川義康君、鈴村正樹君、前野求重君、山本 亮君、

吉村敏博君、市川 誠君（ＩＭ ）波多野一夫君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

ビジター

メーキャップ

三重扶輪社

中部国際空港出迎え
三重扶輪社来日者

何存發君、張 實君

陳柏廷君、張 信君

張文樹君、張標輝君

吳文信君、胡振德君

伍俊雄君、廖嘉成君

吳存富君、盧天授君

何劉惠珠様、沈琇雯様

林淑品様、張蔡秀琴様

吳張淑娥様、胡陳寶琴様

／１８名

会員53 名・夫人12 名参加             三重扶輪社公式訪問 歓迎例会 11 月17 日～18 日     

昼食会 海鮮料理「海賊」

   

役員調印打合せ

プラザホテル

ホテル出迎え



三重扶輪社歓迎例会

    パルティールプラス

司会

酒井康孝幹事

出席報告   二コボックス発表

山本 亮君    小澤賢一君

歓迎挨拶 波多野一夫会長

受付 若森まり子君

吉村和子君

   
訪問挨拶 何存發会長   

クラブ記念品交換     

何存發会長と波多野会長   

記念品交換
陳柏廷国際交流委員長と

吉川国際委員長

(波多野会長へ)            
(吉川国際交流委員長へ)

            

素敵な記念品をありがとうございました！！   アトラクション  山紫水明太鼓

            

三重扶輪社歓迎懇親会

パルティール AI

懇親会司会   歓迎挨拶  乾杯発声
小川剛弘君  麦島寛也副会長  鳴海伸明直前会長  

締めの挨拶 鈴木嘉進パスト会長
林会長エレクト、張實会長エレクト

二次会

ワインリバー

じゅう兵衛

11 月18 日 朝食会

加藤幸平ＰＰも見送りへ参加            



中世におけるイタリアのワインの歴史は、フランク王国のカール(シャルルマー

ニュ)大帝(在位 768～814)がワイン生産を推奨し発展させた。その後は修道院僧

によるワイン造りの努力が量の拡大、品質向上につながった。

16世紀には多くの医師がワインの薬効を認め、その利用を推奨したため、ワイン生産がさらに拡大した。順調な拡

大を見せるイタリアワインであったが、1880年頃 害虫フィロキセラの害により生産量は半減した。

1962年にＥＵのワイン規制を受けて翌1963年に初めて体系的なワイン法が制定された。イタリアワインはこの法律

と、その後のＥＵワイン規則の改正に沿って生産している。

生産地は、ピエモンテ州とトスカーナ州が代表的で、重厚な赤ワインの生産地である。イタリアでスパークリング

ワインは「スプマンテ」と呼ばれ、ピエモンテ州やロンバルディア州で造られる。

また、ヴェネト州を中心に見られるブドウを陰干しして造られる白・赤ワインも多く存在する。赤ワインは完全発酵

させる場合が多く、重厚で長期熟成に耐えうるワインとなる。シチリア州ではイタリアを代表する酒精強化ワイン「マ

ルサラ」が造られている。                   【監修：ソムリエ 大鋸伸行「ワインの基より」】

          他クラブ移動案内

中津川ｾﾝﾀｰ＝11／28(月)は特別休会

土  岐＝11／28(月)は家族会の為

     静岡方面へ（三島スカイウォーク他）27日(日)
      12／12(月)は夜間例会の為、

      「たわらや」18：30～
恵  那＝12／13(火)は早朝例会の為

     「ニューウェーブ」12日(月)8:30～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝12／13(火)は忘年会(25周年記念家族例会)
      「ラシック・モア」18：30～

個人戦 優 勝  吉川義康君

準優勝  丸山輝城君

     ３位  長野和夫君

４位  麦島寛也君

５位  坂巻裕史君

  上位５名中津川RCでした!!

第８３回中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ成績

11月13日(日) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部にて

団体戦 優 勝 中津川ロータリークラブ   ﾎｽﾄ：JC
   準優勝 中津川ライオンズクラブ

    ３ 位 中津川センターロータリークラブ

４ 位 中津川青年会議所    （全56名参加）

       

～ワイン講座～
第８回「イタリアワインの特徴②」

中津川RC参加者
吉川義康君、丸山輝城君、長野和夫君、麦島寛也君、
坂巻裕史君、小川剛弘君、三尾泰一郎君、田口義也君、

前田雅生君、三尾義彦君、酒井康孝君、鈴木雅彦君

～ 例会プログラム変更のご案内 ～

活動計画書Ｐ17
３月・４月の例会日程が変更になりました。

下記日程に修正お願いします

日にち 例会 担当

３/３０ 家族例会に移動 親睦

４/６ 4/2(日)六斎市へ移動 ―

４/１３ 普通例会 波多野会長


