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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．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告

４．会長の時間

５．チャーターメンバーの追悼

６．60年皆出席表彰

７．創立記念卓話  伊藤 昇パスト会長

８．閉 会 点 鐘

懇親会のプログラム

司会：小澤賢一親睦委員

１．開会の挨拶 安藤正樹親睦委員長

２．乾杯発声 波多野一夫直前会長

３．60周年記念事業などのスライド

４．神戸館 社長挨拶

５．ソング＝「手に手つないで」

６．閉会の挨拶  鶴田副会長

創 立 総 会   1958.6.15
ガバナー 盛田秀平（名古屋ＲＣ）
特別代表 山崎丈夫（岐阜ＲＣ）

ＲＩ加盟認証  1958.6.26
チャーターナイト 1958.11.23
会 場      県立中津商業高校 講堂

国際ロータリー加盟認証状伝達式

国際ロータリーより届いた

中津川ＲＣの認証状

前田青邨画伯が疎開していた

「恵下」を中心に前山と恵那山を描く 創立 記念アルバム中表紙

活字：ＮＨＫ朝ドラ

「半分青い」に沿ったもの



６月２１日＝会長幹事退任挨拶 ／林会長担当

※６月度定例理事会 13：35～

  ※クラブアッセンブリー 18:00～ 長多喜

  ２８日＝特別休会

７月５日＝普通例会「会長・幹事就任挨拶」／田口会長ｴﾚｸﾄ担当

１２日＝クラブ定時総会    ／田口会長ｴﾚｸﾄ担当

１９日＝普通例会「理事、委員長挨拶」／田口会長ｴﾚｸﾄ担当

中津川センターＲＣ会長・幹事来訪                   

２６日＝普通例会「理事、委員長挨拶」／田口会長ｴﾚｸﾄ担当

※７月度定例理事会 13：35～

チャーター会場

オープン当時の藤村記念館  先頭  九鬼カバナー 正面 藤村の隠居

チャーター懇親会 丸山 敏治君 渡辺貞次君夫人 水谷金三君夫人

鈴木六助君夫人 間孔太郎君夫人

杉本英夫君  鈴木六助君

皆 出 席 表 彰
６０期今後の例会予定

６１期今後の例会予定

伊藤 昇君 ６０年

６０年皆出席記念バッチ



林会長エレクト挨拶  麦島副会長 締めの挨拶

ニコボックス

～６月７日～の 記録

出席報告 ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 40／69 57.97％
5/31 66／69 95.65％

会員総数７４名、出席免除者５名

★理事の皆様が一生懸命に委員会活動に取り組んでいただき

今日を迎えることができました。ありがとうございました。

活動報告よろしくお願い致します。

会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★この程中津川北商工会長を退任しました。商工会議所の皆さ

んには大変お世話になりました。引き続き岐阜県商工会連合

会長は再任されましたので宜しくお願いします。岡山金平君

★6月9日に松本市で中津川の歌舞伎を演じて参ります。脇役

です。                   波多野一夫君

★林会長をはじめ役員、理事の皆さま、大成功の 60 周年記念

事業など、一年間本当にお疲れ様でした。   吉川義康君

★林会長クラブフォーラムよろしくお願いします。私は今大変

ですがご指導お願いします。 田口義也君

★１年間、社会奉仕担当グループ理事を務めさせていただきま

した。会長をはじめ役員、理事、会員の皆様に感謝申し上げ

ます。                 前野求重君

★本日国際交流委員長として退任のあいさつをさせて頂きま

す。１年間皆様にはお世話になりました。ありがとうござい

ました。            桂川邦俊君

★１年間、情報・研修担当グループ理事をつとめさせていただ

きました。会員の皆様にはたいへんお世話になりました。あ

りがとうございました。  三宅正朗君

本日のご申告 ３２．５ポイント（累計 1308.0ポイント）

たくさんのご申告ありがとうございました。

本日のクラブフォーラムは、林会長担

当の活動報告・退任挨拶でした。皆様

一年間本当におつかれさまでした。

雑誌の紹介 出席報告 ニコボックス発表   会長の時間   
鈴村 正樹君  岡山 金平君  木村 倫典君  林 彰 君    

情報・研修Ｇ理事 会員奉仕Ｇ理事 社会奉仕Ｇ理事 国際奉仕Ｇ理事
三宅 正朗君  安藤 正樹君 前野 求重君 桂川 邦俊君

会長の時間 林 彰会長

「６０年 創立記念例会」

1958年(昭和33年)は、どのような年だったの?

○ 東京タワー（333m）が開業。
・テレビ受信契約100万台突破。

月光仮面（TBS）事件記者（ＮＨＫ）

バス通り裏（ＮＨＫ）

・長島茂雄、四連続三振で公式戦デビュー。

○ 聖徳太子の一万円札発行。

・日清食品「チキンラーメン」を発売。

・本田技研工業「スーパーカブ（49cc）」、富士重工
業「スバル360」を発売。

・東京通信工業、社名をソニーに変更。

○ 明仁皇太子と正田美智子さんの婚約発表。
・ミッチーブーム  軽井沢のテニス
・流行歌 ダイアナ／平尾昌晃
    嵐を呼ぶ男／石原裕次郎

さて、この年の６月１５日が、会員２８名が初めて集ま

り中津川ロータリークラブを創立した日です。以来、我が
クラブの奉仕活動の精神が代々引き継がれ、歴史を刻んで
まいりました。今晩の創立記念例会は、クラブの諸先輩方
の並々ならぬご尽力に、深い感謝と敬意を捧げたいと思い
ます。
そしてもう一つ、前人未到の素晴らしいお祝いとなりま

す。私たちのクラブのチヤーターメンバーで６０年連続の
皆出席、唯一無二の記録を、伊藤昇パスト会長が達成され
ました。４０周年の時に福井ガバナーから、５０周年の田
中ガバナー、この４月の６０周年記念式典では田山ガバナ
ーから５９年連続の皆勤賞の表彰を受けられました。ロー
タリークラブ用品の「オクトン」の新作した「６０年数入

りアテンダンス章」をここに贈ります。
これからもお元気で、皆勤を続けて頂きロ－タリ－ライ

フを楽しんでください。会員一同、心からお慶び申し上げ
ます。
今晩の創立記念懇親の場は、安藤親睦委員長をはじめ各

委員と神戸館前田さんによります設営です。大変御世話に

なります。親睦委員会の皆さん、一年間ありがとうござま
した。

今後の行事予定

今年度行事
○クラブアッセンブリー

６月２１日（木）18：00～ 長多喜

次年度行事
○第１回岐阜東濃Ｇ会長幹事事務局連絡会

（ﾎｽﾄ：多治見RC、多治見西RC、多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞRC）

７月１３日（金）会議 17：00～ 産業文化ｾﾝﾀｰ４F特別会議室

懇親会 18：30～ 松正

○Ｒ財団研修セミナー

７月２１日（土）10：30～ 岐阜グランドホテル

○地区研修委員会・職業奉仕委員会合同研修セミナー

７月２９日（日）10：30～ 岐阜都ホテル

特命担当Ｇ理事
市岡 孝之君



臨時理事会（紙上）
議題
・６月２２日からの事務局員の臨時雇用について

☆承認

第３回 清流木曽川
中津川リレーマラソン大会
日 時：平成30年5月27日9：30～
場 所：中津川公園多目的芝生広場

中津川４クラブ会長・幹事懇談会

日 時： 平成30年6月12日(火)18：00～
場 所： 勝 宗

（ホスト：中津川センターロータリークラブ）

                   敬省略

⊿中津川ライオンズクラブ
会 長 川嶋 勝 インテリア(有)うらしま
幹  事 林  啓一 (有)林プレス
次期会長 加藤 良一 (株)加藤工務店
次期幹事 倉野 仁 (株)広和木材
事務局員 岩木 朋子

⊿（一社）中津川青年会議所
理 事 長 鳴海 宏樹 (株)鳴海組
専務理事 岡山 拓矢 (株)岡山工務店
事務局員 後藤 尚代

⊿中津川ロータリークラブ
会 長 林  彰 ＤＡＩＳＥＮ(株)
幹  事 後藤 大作 新栄石油(株)
次期会長 田口 義也 (株)トライ
次期幹事 志津 竜良 志津建設(株)
事務局員 今井 智子

⊿中津川センターロータリークラブ
会 長 古川 和博 (株)古川建材工業
幹 事 丹羽 大祐 恵那眼鏡工業(株)
次期会長 淺井 達雄 中京学院大学 特任教授
次期幹事 丹羽 継正 (有)中津・プリンティング
事務局員 原  奉子

他クラブのご案内

中津川ｾﾝﾀｰ ＝ 6月25日（月）特別休会
恵  那  ＝ 6月26日（火）特別休会

瑞  浪  ＝ 6月22日（金）点鐘18：30 

かんぽの宿恵那

土 岐  ＝ 6月18日（月）18：30点鐘

今年度最終例会の為
        山神温泉 湯乃元館
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ ＝6月19日(火) 18:30点鐘 松正

第26期最終例会の為（夜間例会）

次期会員増強研修セミナー参加報告

日 時：平成30年5月26日(土)10：30～

場 所：岐阜グランドホテル


