
         
６月 １６日＝クラブフォーラム      鳴海会長担当

理事・活動報告、退任挨拶

※次年度第2回臨時理事会 13：35～

２３日＝会長幹事退任挨拶      鳴海会長担当

    会長・副会長・会場監督・幹事

      ※６月度定例理事会 13：35～

      ※クラブアッセンブリー 長多喜 18：00～

３０日＝特別休会

     

７月 ７日＝役員就任挨拶        ／波多野会長担当

１４日＝クラブ定時総会       ／波多野会長担当

２１日＝理事・委員長挨拶   ／波多野会長担当

  ２８日＝理事・委員長挨拶   ／波多野会長担当

      ※７月度定例理事会

８月 ４日＝齋木寛治ガバナー補佐クラブ訪問  ／会長担当

      ※例会終了後ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ ２階役員室

出席者＝役員、理事、委員長、新会員

１１日＝１３日(土)「おいでん祭」に移動 ﾒｲﾝ会場18：00～

１８日＝２０日(土)      ／社会奉仕委員会担当

中津川少年少女合唱団15周年ｺﾝｻｰﾄに移動  

苗木交流センター  

２５日＝普通例会 新会員スピーチ ／会員増強担当

※８月度定例理事会    

７月１５日(金) 出前講座     ／職業奉仕委員会担当

岐阜県立坂下高等学校 講師４名

７月２８日(木) 第１回ＩＤＭ ｱﾆｰﾎｰﾙ 18：30 /IDM委員会

２０１６年６月９日 №2893―58―43

クラブテーマ【輝くロータリアン 新しい時代に向かって 今スタート】

５８期の例会予定

会長の時間   

鳴海伸明会長

全日本大学野球選手権を観戦して

５９期の例会予定

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、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告

４．会長の時間  

５．創立記念卓話 伊藤 昇パスト会長

６．閉 会 点 鐘

懇親会のプログラム

１．開会の挨拶              親睦委員長

２．中津川ＲＣの記録放映     資料整理特別委員会

３．乾 杯 発 声 ～ごゆっくりとご歓談ください～

４. ソ ン グ ＝ 「手に手つないで」

５．閉会の挨拶             副会長

於：木曽路    

原 眞平写真館 ㉘     

新緑の戸隠鏡池 長野市戸隠 5月下旬AM5:00

５９期中津川ＲＣ委員会予定



中津川RC ﾊﾞﾅｰ

来賓参加クラブを紹介する
酒井公雄幹事

今日は 1958 年に中津川ＲＣが創立をした記念の例会日です。数々の想い出は感慨深

いものがあります。

創立早々は会長、幹事さんが数年も続けて就任しておりガバナーから強い指摘を受け

まして、自分が幹事を引き受けてから正常な運営となった。

酒井公雄幹事さんの投稿している中にある如く、始めは何にも解らん。会報も自ら起

案して編集、ガリバン印刷を行う、亦、各委員会の指導もする情況下では資料として保

管できません。そしてもう一つの原因は職員が商工会議所職員と兼務をしており、整理

する場所も棚すらない実情でした。

1981 年商工会議所が新町から現在地に移転をしてから独立した部屋、職員も専任と

なり遂時資料の保存もできるようになりました。

創立記念例会に寄せて  伊藤 昇

1958年 チャーターメンバー28名

伊藤 鞆 弥 生

伊藤 昇 サカエヤ

大辻越堂 中津川包装

鴨川正雄 三菱電機

木下新一 十六銀行

酒井公雄 びぜんや

篠田初太郎 篠田興業

杉本英夫 美濃工業

鈴木六助 鈴木工業

曽我藤勇 常盤産業

田口 栄 大日本土木

武井吟之助 中津製氷

西尾 巌 日本通運

丹羽 諫 恵那眼鏡

間 三吉 間酒造

間孔太郎 北恵那鉄道

原 貞一 東海銀行

林安治郎 奈良屋

藤井正夫 藤井金物店

丸山敏治 丸山木材

水谷金三 北恵那鉄道

水野治助 八百健

安田仁男 大栄工業

山本義民 山本弁護士

山田喜代太郎 山田酒造

吉村文平 恵那金属

渡辺貞次 渡辺新聞

横井 清 黒川屋

初代幹事の思い出    酒井公雄

中津川Ｒ.Ｃは当時の地区ガバナーで

あった名古屋の盛田秀平さんの手厚いご

指導により誕生したといういきさつもあ

り、その恩に報いる為、盛田さんの在任

中の6月に正式に承認を受け「中津川Ｒ.
Ｃ」として発足した。そしてチャーター

ナイトは11月23日であった。

例会日は木曜日、例会場は「弥生」と

いうことになったが、座敷で坐ってのロ

ータリーは他クラブのビジター（とはい

っても、殆んど無かったが）に大変珍し

がられた。

当時の例会は現在のそれのように分業で秩序立った運営をされるというこ

ともなく、又「会報」といったものもないため、毎回がり版ずりで作ってい

た。現在残っていれば貴重な記録なのだが、残念なことに全部散逸してしま

った。

創立当時の思い出で最も印象的なのは「チャーターナイト」である。兎に

角現在のようなデラックスなものではなく、本当に簡素なものであったが、

会員全員が一生懸命サービスに当たるという心のこもったものであった。式

典のあとの観光には晩秋の馬篭を心ゆくまで楽しんで貰ったあと、お客さん

を中津川駅へ送り、ブラスバンドの『蛍の光』をききながら「チャーターナ

イト」の幹事もやっと終わったという安堵で思わず不覚にも涙がこぼれそう

になったものである。

ガバナー  盛田 秀平

会 長   間 孔太郎    理事  水谷 金三

副会長   鴨川 正雄     〃  武井吟之助

幹 事   酒井 公雄     〃  曽我 藤勇

会 計   木下 新一     〃  間  三吉

ＳＡＡ   伊藤  鞆     〃  篠田初太郎

中津川ＲＣ「二十年の歩み」1978年6月15日発刊より



  

中津川ＲＣ「二十年の歩み」1978年6月15日発刊より



ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 40／68 58.82％
5/26補正出席率 54／68 79.41%
      会員総数 71名（出席免除者３名）

前前回回のの記記録録 66 月月 22 日日

中京学院大学硬式野球部

「第６５回全国大学野球選手権記念大会出場

～東海地区大学野球春季選手権大会にて優勝～

            中日新聞2016.6.4掲載

            

他クラブ移動案内   

多 治 見＝６／29(水)     土    岐＝６／27(月)
多治見西＝６／30(木)         瑞  浪＝６／24(金)
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝６／28(火)   恵  那＝６／28(火)

                 以上特別休会

出席報告

ニコボックス

クラブテーマ【輝くロータリアン 新しい時代に向かって 今スタート】

★本日は、波多野会長エレクト担当のクラブフォーラムです。次年度

へ向けてよろしくお願い致します。残すところあと１か月になりま

した。役員一同、最後まで気を引き締めてまいりますので、多くの

会員の皆様に例会でお会いできることを、期待しております。

          会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君

★本日の例会クラブフォーラム、大変お世話になります。宜しくお願

い致します。

次年度会長・波多野一夫君、次年度副会長・麦島寛也君、次年度幹事・酒井康孝君

★本日のクラブフォーラム、波多野会長エレクト、よろしくお願いし

ます。           次年度職業奉仕担当G理事・田口義也君

★本日の例会は来年度クラブフォーラム・波多野会長エレクトよろし

くお願いします。           次年度会場監督・可児 力君

★中京学院大学野球部が悲願の神宮出場です。地域を挙げて応援しま

しょう。丸山輝城君   本日の申告20ポイント(累計1271.5ポイント)

６月２日スナップ

次年度幹事    次年度会長

酒井康孝君    波多野一夫君

会長の時間     会場監督  会場監督補佐  皆出席表彰10年

齊藤隆副会長   鈴木 力君  伊藤 昇君     鶴田 温君

◆ 中津川市議会議長就任  大堀壽延君
           （平成２８年５月１６日）

         議員歴（市議３期目）
            （平成１９年４月３０日～

             平成２８年 現在に至る）

議会の役職

・リニア中央新幹線停車駅誘致対策特別委員長

                 平成21～23年

・産業建設委員長         平成23～24年

・リニア中央新幹線対策特別委員長 平成24～25年

・文教民政委員長         平成25～26年

・副議長             平成27～28年

         

クラブフォーラム

各担当Ｇ毎の委員会


