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１２月２２日＝普通例会 山本亮例会運営副委員長卓話            

／例会運営委員会担当

    ※12月度定例理事会 13：35～

２９日＝クラブフォーラム「神戸館」にて11：30～

１月 ５日＝消防出初式に移動

「中津川文化会館」にて９：00点鐘

１２日 →１０日(火)十日市に移動

「西宮神社」にて９：00点鐘

１９日＝新年家族例会     

「長多喜」にて18：30点鐘

２６日＝例会前に健康診断（11：30～12：20）

            ／職業奉仕委員会担当

普通例会    ／地域活動委員会担当

岐阜自慢ｼﾞｶﾌﾞｷﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会長

市川 尚樹氏卓話  

※1月度定例理事会 13：35～

２月２日 → ５日（日）   ／地域活動委員会担当

「中津川KABUKI’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会

東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール

友愛の席  わっふる   松月堂

ふんわりと焼き上げた生地でカスタード

クリームを包みました。松月堂自慢の味です

２０１６年１２月１５日 №2917 – 59 – 22

今後の例会予定

会長の時間    波多野一夫会長
         

・地域伝統文化の継承
       

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．ソ ン グ＝「 我らの生業 」

３．ゲスト、ビジターの紹介

４．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）

５．食事と交歓

６．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告

７．会長の時間

８．卓話                     ／情報･研修委員会担当

岐阜県商工会連合会長（全国商工会連合会 副会長）

岡山金平氏  テーマ「小規模企業の支援って何？」

９．閉 会 点 鐘

ゲスト紹介

      岐阜県商工会連合会会長

岡山 金平氏(おかやまかねひら)

          昭和23年11月14日生 (68歳)
職業：（株）岡山工務店

          代表取締役会長

       
平成20年5月 中津川北商工会 会長に就任

平成26年5月 岐阜県商工会連合会 会長に就任

平成27年5月 全国商工会連合会 副会長に就任

              現在に至る

「壽曽我対面 工藤館の場」

左より  大名：亮  大名：一夫  大磯虎：裕子           

第４２回東濃歌舞伎大会 12月11日(日)
東美濃ふれあいセンター 歌舞伎ホールにて

～ 役者一同御礼申し上げます ～        



★本日の年次総会、多くの出席ありがとうございます、慎重審

議よろしくお願いします。佐藤均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

★次年度の役員・理事のご承認を宜しくお願い申し上げます。

                                会長ｴﾚｸﾄ・林 彰君

★本日、会長ノミニーに選任されました。皆様のご協力なくし

て、何もできるものではありません。どうぞよろしくお願い

申しあげます。           会長ﾉﾐﾆｰ・田口義也君

★本日より入会させていただきます。宜しくお願い致します。

                    新会員・佐藤均君

★新会員 佐藤均さんを宜しくお願いします。

                市川博君、原満夫君、糸井川均君、杉本潤君

★本日の忘年会・懇親会を担当させて頂きます。宜しくお願い

致します。ｱﾆｰﾎｰﾙのみなさん、お世話になります。

親睦委員長・長野和夫君

★楽しい忘年会になることお祈りいたします。親睦担当者、

ご苦労様です。               伊藤 昇君

★親睦委員会の皆さん、本日の忘年会設営有難うございます。

波多野会長、年次総会よろしくお願いします。 可児 力君

★この11月28日にＲＣより結婚記念日のお花をありがとうご

ざいました。今年は50年となりました。    塚田 晃君

★本日は25回目の結婚記念日です。25年前、高砂殿で挙式を

あげました。ｸﾗﾌﾞからお花が届きました。有難うございます。

ワインを差し入れしますので飲んで下さい。   麦島寛也君

★結婚記念日のお祝いのお花を有難うございました。鶴田温君

★結婚記念日に綺麗な花を有難うございました。 佐藤好哉君

★お花をいただきありがとうございました。来年もいただける

よう、1年ガンバリます！！          市川 誠君

★地歌舞伎が中津川商工会議所のカレンダーに採用されまし

た。7月の写真に出ています。        波多野一夫君

★ゴルフ同好会で優勝させていただきました。 齊藤 隆君

本日の申告39 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計707 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、石川英治君、丸山充信君、伊藤博行

君、立木亮治君 (中津川センターRC)

前前回回のの記記録録 ～～１１２２月月８８日日～～

年年次次総総会会・・忘忘年年会会

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 46／69 66.66％
12/4補正出席率 68／68 100.0%

佐藤均君入会 会員総数７3名、出席免除者４名

この町のあの時  西太田町 昭和３５年頃

提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

      

伊藤 昇君、岡山金平君、塚田 晃君、杉本 潤君

(中津川センターRC)

       

メーキャップ
ニコボックス

ビジター

出席報告

２０１６年度クラブ年次総会開催報告
報
議題１．2018～2019年度会長に関する件

会長ノミニー  田口義也 君  

議題２．2017～2018年度役員・理事に関する件

会 長   林 彰 君   副会長  鶴田 温君

会長ｴﾚｸﾄ  田口義也君    幹 事  後藤大作君

直前会長  波多野一夫君  会場監督 塚田 晃君

副幹事(会計) 志津竜良君     理 事 安藤正樹君

理  事      市岡孝之君       理 事  桂川邦俊君

理  事      可児 力君       理  事    佐藤好哉君

理  事       前野求重君       理  事    三宅正朗君

☆全員拍手をもって承認

会長の時間

波多野会長            

ニコボックス

会長エレクト挨拶

林 彰君

         会長ノミニー挨拶

          田口義也君            

年次総会



新会員の紹介 原 満夫君    新会員 佐藤 均君     

            

締めの挨拶    沢山のお酒の差し入れ

麦島寛也副会長    ありがとうございました        

中津川四クラブ会長幹事懇談会開催報告

開催：12月7日(水) 「見晴荘」にて18：00～
出席者：波多野会長、酒井幹事、事務局。

※(一社)中津川青年会議所 次期役員紹介

2017年度 理事長   井口貴博 (株)井口設備

  〃    専務理事 高瀬和也 東海業務ソフト(株)
※次回 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペについて

    2017年4月9日(日)開催予定 (ﾎｽﾄ：中津川LC)

波多野会長挨拶

中津川ｾﾝﾀｰRC安藤会長 乾杯発声

              

新会員入会式 忘年会

挨拶

長野和夫親睦委員長

                      乾杯発声  可児パスト会長           



第2 回中津川RC ゴルフ同好会コンペ成績

12月 ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部

優勝 齊藤 隆君 GROSS HDCP NET
83 13.2 69.8

ドイツは、世界のワイン生産の規模から比較すると生

産量は約３％と大変少ない。しかしその知名度は高く、

高品質なワインを産出している。

ブドウ栽培最北限の地で優れたワインを造れる理由は

①メキシコ湾流(暖流)の影響で年間平均気温が９℃を下

回らない。②川の水温が暖かく、ブドウ畑は川沿いの斜

面や沿岸一帯に広がっており、川の暖かい水が畑を寒さ

から守る。③太陽が低位置で、日射量が少ない為、ブド

ウが熟すのが１ヶ月ほど遅くなるが、その分、より多く

のミネラルを根が吸上げるとともに、ブドウがゆっくり

熟すため質のよい酸が得られる。

栽培されるブドウ品種は白ブドウのリースリング種が

最も多く、次いでミュラートゥルガウ種が栽培されてい

る。これら白ブドウから造られる白ワインは、酸味が豊

かでアルコール度はやや低めで、甘味と酸味のバランス

美という特徴を持っている。さらに世界３大貴腐ワイン

の一つとされるトロッケンベーレンアウスレーゼやアイ

スヴァインをはじめとするデザートワインは世界的に絶

大な評価を得ている。

1980年代になると、世界的な赤ワインブームなどによ

り、甘味と酸味を主体とするドイツワインは消費者から

選択されにくい状況となった。現在はトロッケンと呼ば

れる辛口タイプのワインを主流として、甘味と酸味のバ

ランスが優れた白ワイン、伝統的な貴腐ワインやアイス

ヴァイン、シュベルトブルグンダーから造られる上質な

赤ワインなど様々なタイプのワインが生産されている。

【監修：ソムリエ 大鋸伸行「ワインの基より」】

他クラブ休会案内

中津川ｾﾝﾀｰ＝12／26(月)、1／2(月)
恵  那＝1／3(火)      

瑞 浪＝12／30(金)
土  岐＝12／26(月)、1／2(月)   

多治見リバーサイド＝12／27(火)、1／3(火)
多治見＝12／28(水)       

多治見西＝12／29(木)、     

職業奉仕研修セミナー

２月５日(日)「名鉄グランドホテル」13：00～

       職業奉仕委員長出席要請

参加者： 齊藤 隆君、田口義也君、酒井康孝君、

坂巻裕史君、長野和夫君、麦島寛也君、小川剛弘君、

杉本 潤君、笹月秀勝君、後藤大作君

新年家族例会のご案内      親睦委員長 長野和夫

１月19 日(木)  長多喜  18 時30 分点鐘

～ご家族の皆様、多数のご参加

お待ち致しております～

～ワイン講座～

第10回「ドイツワインの特徴②」

移動例会 １月５日(木) 中津川市消防出初式のご案内

中津川文化会館

8：45～ 一斉放水

9：00～ 式典・幼年消防ｸﾗﾌﾞ等の演技披露

正午頃～ 十六銀行前、分列行進

地区・分区の行事予定

消防団活性化事業

第21回ブラスバンドフェスティバル

12月11日(日)
中津川文化会館


