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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．食 事 と 交 歓
５．出席報告、ニコボックス発表、幹事報告
６．会 長 の 時 間
７．クラブフォーラム
波多野一夫会長エレクト担当
地区研修・協議会報告
８．閉 会 点 鐘

原 眞平写真館 ㉔

今後の例会予定
４月２８日＝５/１（日）中山道まつりに移動
9：00～
５月 ５日＝法定休日
１２日＝１１日(水)恵那山ウエストン祭に移動
恵那山ウエストン公園 10：00～
１９日＝会員卓話 丸山輝城パスト会長
ＩＤＭ委員会担当
※次年度第１回臨時理事会 例会終了後
２６日＝会員卓話
原 満夫パスト会長
財団担当委員会担当
※５月度定例理事会 13：35～ 2F 会議室

中津川ＲＣ委員会行事予定
４月２５日(月)＝６０周年準備特別委員会
チャイニーズ勝宗 18：00～
５月１２日(木)＝国際交流委員会反省会 勝宗 18：30～
５月１９日(木)＝第５回ＩＤＭ いちふみ 18：30～/IDM 委員会

地区・分区の行事予定
中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
４月２４日(日)「ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ゴルフ倶楽部」9：30～
次期会員増強研修セミナー
５月７日(土) 「岐阜グランドホテル」 11：00～
波多野次期会長、麦島次期副会長、酒井次期幹事
2016 年度 規定審議会報告会
５月１３日(金)「十六プラザ」14：00～
多治見 RC 創立６０周年記念式典・祝宴
５月１８日(水) 虎渓山永保寺「碧天閣」14：00～

往く春 松本市 ４月下旬

会長の時間
齊藤 隆副会長
・紙のリサイクルについて

移動例会 「恵那山ウエストン祭に参加 」のご案内
５月１１日(水) 午前１０時３０分～ (小雨決行)
恵那山ウエストン公園 (中津川市川上)
式典：10：30～「神事・園内清掃作業」
直会：11：45～13：00 (楽正館へ移動)
「ウェストンココアと郷土食を味わう」
～ 新緑の公園へ是非、お出かけ下さい～

友愛の席

菖蒲（あやめ）

信玄堂

上菓子は実際の風物より少し前の題材を元にしてお菓
子を制作します。まだ来ぬ景色を、和菓子を見て想像する
事で、季節を感じて頂ければと考えております。
「何れ菖蒲か杜若か」で有名なアヤメを
黄味餡と外郎を使って表しました
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前回の記録
出席報告

4 月 14 日
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
4／7 補正出席率

37／68
53／68

４月１４日スナップ
51.47％
77.94%

会員総数 71 名（出席免除者３名）

ゲスト
第2630地区 米山奨学部門委員長 後藤博美氏(岐阜ｻﾝﾘﾊﾞｰRC)
メーキャップ
波多野一夫君、酒井康孝君、後藤大作君、原 満夫君、林 彰君、
安藤正樹君、吉村敏博君、麦島寛也君、小澤賢一君、志津竜良君、
吉川義康君、佐藤好哉君、吉村庸輔君、鈴村正樹君（地区協議会）
ニコボックス
★久しぶりに米山卓話に伺いました。
奨学生の世話クラブもありがと
うございました。
第2630地区 米山記念奨学部門委員長 後藤博美氏（岐阜サンリバーRC）

★後藤博美奨学委員長、ようこそ中津川へ。本日の卓話よろしくお願
い致します。先日の家族例会、天候の悪い中、たくさんの会員、ご
家族の方のご参加ありがとうございました。悪天候のおかげで、ゆ
っくり見学ができたのでよかったですよね！
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君

★ＲI2630 地区 米山記念奨学部門委員長 後藤博美様、本日の卓話
はよろしくお願いいたします。
米山奨学委員長 松田周一君
★≪米山について≫2630 地区 米山記念奨学会 後藤委員長をお迎

卓話者紹介
松田米山奨学委員長

卓話「寄付金の使い道と寄付金増額のお願い
・米山奨学生の現状」
米山記念奨学部門委員長 後藤博美氏

次年度会員奉仕担当Ｇ・社会奉仕担当Ｇ合同委員会開催報告
開 催：4 月 12 日(火) 「更科」にて 18：30～
出席者：波多野一夫会長、麦島寛也副会長、酒井康孝幹事、
<親睦委員会> 長野和夫君、鈴木康之君、三宅正朗君、
松田周一君、齊藤 隆君、森塚孝彦君、
市川 誠君、宇治川寛君、小縣一夫君、
坂巻裕史君、笹月秀勝君、小澤賢一君
<会員増強委員会> 吉村敏博君、麦島寛也君、大堀壽延君
<社会奉仕委員会> 志津竜良君、三尾泰一郎君、桂川邦俊君
<地域活動委員会> 高田信浩君、杉本 潤君

えの例会、卓話ご苦労様です。
市川 博君、糸井川均君
★①結婚記念日に花を頂きましたので。②後藤米山委員長、来訪歓迎
します。
原 満夫君
★後藤博美米山記念奨学委員長、
本日の卓話、
よろしくお願いします。
可児 力君

★第 2630 地区 米山記念奨学部門委員長 後藤博美様、地区では大
変お世話になりました。本日の卓話、宜しくお願い致します。
波多野一夫君

★後藤委員長様の卓話を楽しみにしています。
★結婚記念日のお花をいただき有難うございました。

三尾泰一郎「君
吉川義康君

★本日の結婚記念日＆孫の誕生日に綺麗な花をいただき、
ありがとう
ございました。
長野和夫君
★誕生日にお花をいただきました。ありがとうございます。
酒井康孝君

★結婚記念日のお花をいただきました。ありがとうございました。
前野求重君

★3 月 24 日県議会において、県下経済団体で要望した、岐阜県「中
小企業・小規模企画振興条例」が設定されました。これで少しは企
業向けの施策が深まることを期待しています。
岡山金平君
★久し振りの例会出席で失礼します。今週末 16 日(土)に七笑酒造の
蔵開きです。参加無料ですから是非木曽へお越し下さい。10 時か
ら 15 時までですが、蔵出しの新酒を私がサービスします。
加藤景司君

★早退します。2 名

本日の申告 40 ポイント(累計 1118.5 ポイント)

次年度国際奉仕担当Ｇ委員会開催報告
開 催：4 月 13 日(水) 「更科」にて 18：00～
出席者：波多野一夫会長、麦島寛也副会長、酒井康孝幹事、
<国際交流委員会> 吉川義康君、鈴木嘉進君、若森まり子君、
吉村和子君、粥川正勝君、
<財団担当委員会> 吉村庸輔君、鶴田 温君、
<米山奨学委員会> 鈴村正樹君、

第２回パスト会長会議開催報告
開 催：4 月 18 日(月) 勝宗にて 18：00～
出席者：伊藤 昇 PP、市川 博 PP、
鈴木嘉進 PP、松田周一 PP
三尾義彦 PP、原 満夫 PP、
岡山金平 PP、原 眞平 PP
糸井川均 PP、吉村敏博 PP、
鈴木 力 PP、可児 力 PP
鳴海伸明会長、波多野一夫会長ｴﾚｸﾄ、林 彰会長ﾉﾐﾆｰ、
桂川邦俊幹事、吉川義康財政適正化検討特別委員長

地区研修・協議会 4／17

飛騨・世界生活文化センター

地区研修・協議会
修了証書

剱田廣喜ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 岡田信春ガバナー 田山雅敏ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ

地区研修・協議会 14 名参加
お疲れ様でした！
中津川 CRC と高山で夕食会

リニアモーターカー模型寄贈式

青少年育成事業
「リニアモーターカー工作教室」にて製作模型
二月十七日 中津川市子ども科学館
～広報中津川四月号にて紹介～
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国際ロータリー第２回東京大会に参加して

伊藤 昇

1978 年、クラブ創立 20 周年を迎え記念事業の一環として、1978 年 10
月 14 日～18 日第 2 回目の東京国際大会に全員で参加しようと決めました。
処が東京で泊まるホテルが予約できなかったので、河口湖ホテルに泊まる
べく決めておりました。その内鈴村会長が大学時代の同級生が東京の「第一
ホテル新橋」で専務理事をしており、無事に頼めて会員 34 名と夫人 19 名、
計 53 名の予約ができまして一安心。
10 月 15 日早朝、貸切バス 2 台に分乗して会場である国立代々木競技場第
一体育館（オリンピックスイミングプール）に集まる。世界から 4 万人を超
すロータリーアンが集合見事なもの。宝塚歌劇団演出「日本の四季」は 140
名で踊ること一時間に亘る大熱演に驚く。60 面の琴の大演奏、心に沁みる
津軽三味線大会、そして東北民謡「花笠音頭」300 人の踊り娘、最後は東京
音頭総踊りで幕が降りました。又、友愛の広場は東京帝国ホテルにて開かれ
ており、第一ホテル新橋から歩いて各々参加をしました。大部分が外国のメ
ンバーですので言葉が通じませんので残念だった。
翌日は再び大会会場の式典に参加いたし、各々数々の想い出を懐きなが
ら、帰省の車に乗った。

第５回ＩＤМ開催のご案内
ＩＤＭ委員長
〃 副委員長

他クラブ移動案内
吉村 和子
鈴木 嘉進

●日 時・・５月１９日（木）１８時３０分～
●場 所・・
「いちふみ」
●会 費・・￥３，０００
～皆様のご参加お待ちしております～
（ 出席要請者のお名前はＦＡＸにてご案内いたします）

中津川ｾﾝﾀｰ＝5／15(月)の例会は、会員健康診断
「城山病院」午後～
恵
那＝5／17(火)の例会は、新緑を愛でる会
「恵那銀の森」にて 12 日(木)12：30～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝5／17(火)の例会は、日帰り親睦旅行
「長良川 鵜飼の家 すぎ山」にて 17：30～

