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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．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、委員会報告、幹事報告
６．会 長 の 時 間
７．クラブフォーラム
鳴海会長担当
活動報告・退任挨拶・・・理事
８．閉 会 点 鐘

５８期の例会予定
６月２３日＝会長幹事退任挨拶
会長・副会長・幹事・会場監督

会長担当

会長の時間
鳴海伸明会長
～第６５回全日本大学野球選手権にて
中津川中京学院大学が優勝～
初出場での快挙は２３年前、小久保裕紀主将率いる青山
学院大学以来です。今後、中津川市主催の祝賀会・優勝パ
レードも行われるとの事です。皆さんで大いに盛り上がろ
うではありませんか。心よりお祝い申し上げます。
～ 岐阜が世界に誇る「遺産」について～

原 眞平写真館 ㉙

※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

５９期の例会予定
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 13：35～
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 13：35～

５９期中津川ＲＣ委員会予定
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
10：30～
７月２８日(木) 第１回ＩＤＭ ｱﾆｰﾎｰﾙ 18：30 /IDM 委員会

レンゲツツジ 下呂市日和田高原

友愛の席

自家製和風ゼリーゆず ヤマツ食品

夏季限定和風ゼリーは干菓子に使われる高級砂糖･和三盆
糖のみで甘味を付けることで上質の絹が撫でるようなさらり
とした上品な後口に仕上げてございます。高知県馬路村産の
ゆず果汁を贅沢に使用し爽やかな味わいをお楽しみ頂けま
す。
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活動報告・退任挨拶
情報･研修担当グループ理事

志津竜良

1 年間、鳴海会長のもと、情報研修担当グル
ープ理事として、会報発行委員長を努めさせて
いただきました。
年度初め諸先輩方に、
「会報は誤字脱字、特
に名前は絶対に間違えないように」と釘を刺さ
れ、最初は非常に緊張しましたが、メインで会
報を作成していただく事務局の原さん、幹事の桂川さんや副委
員長の安藤さんにチェックを行って頂いたお蔭で、大きなミス
や指摘もほとんど無く、最後までなんとか無事に発行できたの
ではないかと胸をなで下ろしております。
今年の記事といたしまして、毎号掲載させていただきました
原眞平パスト会長の「原眞平写真館」につきましては、たくさ
んの写真を提供して頂きました。時には来月号に記載する季節
に合った写真をお願いしましたところ、翌週わざわざ県外まで
出かけて、その時にしか撮れないすばらしい写真を提供して下
さいました。
また、伊藤昇パスト会長には中津川 RC の創立時の貴重な写
真や、今では伊藤パスト会長でしか知らないであろうという貴
重な思い出や情報を提供頂きまして、ロータリーの歴史の重み
を感じさせる記事が皆さんに提供できたと思います。
他にも、毎回の例会やいろいろな会議、イベント等にて、重
要な情報や、明るい笑顔を提供していただいた鳴海会長をはじ
めとする中津川 RC の会員の皆様方に大変感謝しております。
初めての理事でわからないことばかりでしたが、写真撮影や、
記事を作っていくことで、少しはロータリークラブの事も理解
できたのではないかと思います。また、この会報は今後のロー
タリーの歴史を刻む、重要な書類になるということですので、
会報の片隅に名前が載っていることを誇りに思います。
最後になりましたが、本当に一年間ありがとうございました。

会員奉仕担当グループ理事

後藤大作

１年間に亘り会員増強委員会、親睦委員会
の皆様には大変お世話になりました。ありが
とうございます。
会員増強委員会におかれましては、字の如
く期初５名、期中２名の７名もの会員を増や
していただきました。それに伴い親睦委員会
は大世帯となりました。親睦委員会では増えた新入会員の
方々が非常に真面目に活動に取り組んで頂いた結果、
それぞ
れの事業に例年より多くの方が参加していただけました。
私は就任挨拶にて「1.ロータリー活動の基本を共に学ぶ
2.例会は公式的なことを理解して行う 3.交流事業は多くの
会員同士の交流できる内容にする」と書きました。
例会の設営では委員長が動くことなく委員の方々が当た
り前のように設営し、ニコボックス発表を行い、交流する場
にも積極的に参加をしていました。
今年の新入会員の方はこ
れから大きな力になると確信します。
鳴海会長を初め、役員、理事、会員の方々のご協力と暖か
い対応に心から感謝申し上げます。

国際奉仕担当グループ理事

田口義也

第58 期鳴海会長のもと国際奉仕担当グルー
プ理事として一年間お世話になりました。
今期は台湾への公式訪問例会の年であり、
当
初は委員会の開催も多く、委員の皆様のご協
力に心より感謝申し上げます。お陰様で会員
家族総勢 35 名と多くの方に出席頂きました。
また、今回は鳴海会長をはじめパスト会長各位、理事会の
温かいお誘いを頂き、事務局の原さんが初めて台湾公式訪問
例会に参加する事が出来きました。今後の三重扶輪社との友
好に一層の親しみができたと、会員の皆様に御礼申しあげま
す。
例会運営担当グループ理事
長野和夫
また、R 財団寄付金 100％、米山寄付金 90％の寄付が出来
鳴海会長のもと、５８期の例会運営を担当さ たこと、勝野財団担当委員長、松田米山奨学委員長をはじめ、
せていただきました。
会長、理事役員、会員の皆様に感謝申し上げます。
例会運営委員会といたしましては、先ずプロ
そして、今年２月６日の台湾南部地震災害には、三重扶輪
グラムの作成ということで、会長・幹事の方針 社を通して現地へ、
当クラブより 10 万円の義援金を送りまし
を伺い、地区の行事並びに各委員会の予定を調 た。また、４月１６日の熊本地震に対し三重扶輪社より 20
整して、プログラムにいかに反映するという問 万円の義援金を頂き 5 月 26 日に鳴海会長、桂川幹事と共に
題に直面し、結果としてできうるだけの資料を幹事に提供する 青山市長へお渡しし日本赤十字を通して熊本へ送って頂く様
だけに終わってしまうこととなり、桂川幹事には大変ご迷惑を お願いしてまいりました。
かけてしまいました。
今後も三重扶輪社との姉妹提携４７年目となる友好を継続
例会運営につきましては、担当各委員会の周到な準部のもと、 して行きたいと思っています。そして、来る 60 周年へ向けて
卓越した会員卓話をいただきまして感謝申し上げます。また鈴 の姉妹提携調印への内諾も頂いてまいりました。同行頂きま
木会場監督の管理のもと、親睦委員会の皆さんの節度ある会場 した、鳴海会長、波多野エレクト、林ノミニーには大変のご
設営のおかげをもちまして大きな混乱もなく運営することがで 尽力を賜り御礼申しあげます。
きたと思っております。
最後になりますが、会員の皆様には一年間大変お世話にな
会員の出席促進に関しましては、皆様の例会出席のおかげを り心より感謝を申し上げ、私の退任挨拶とさせて頂きます。
もちまして、たくさんの皆出席表彰者を輩出できましたことを 有り難うございました。
報告し、会員の皆様に感謝を申し上げ退任の挨拶とします。

職業奉仕担当グループ理事

高田信浩

職業奉仕委員会の今年度事業は、鳴海会長
の方針の下、継続事業を基本に、可能な限り
鳴海会長らしさを出せるように努めました。
始めに、
『例会卓話』では、国土交通省の草
野所長様をお招きし、官の立場でこの地域の
防災について講演をしていただきました。
次に、
『職場訪問』では、実際の防災現場（砂防施設と治山
施設）を視察していただき、コンクリートが人を守っている
現場を見ていただきました。
『出前講座』では、５名の若手
・新会員に講師を引き受けていただき、
「職業紹介」や「働
く意味」などについて第二中学校で講義をしていただきまし
た。最後に、
『健康診断』
、
『健康診断結果と健康に関する卓
話』を服部先生にしていただきました。
一方、ＩＤＭ委員会（吉村和子委員長）は、年間５回のＩ
ＤＭを開催し、総出席者（延べ）164 名（33 名/回）と大変
盛況で、
「会員相互の情報交換、親睦交流」という目的を十
分果していただいたと感じております。会員の皆様には、様
々な事業を通して大変お世話になり感謝申し上げます。

特命担当グループ理事
鶴田 温
（地域交流・資料整理特別委員会）
今年度、特命担当理事とし鳴海会長より４つの
テーマをいただきました。
① 資料整理特別委員会は、最終年度とし成果を
見せること。
②クラブのホームページの更新
③４回の卓話の開催
④近隣ロータリークラブとの交流計画
①の資料整理につきましては鈴木 PP には初年度から係わって
頂き、多くのご指導をいただき、私自身大変勉強になりまし
た。
「文書管理に関する申し合わせ事項」などは、皆さんの
会社でも応用できるのではないかと思いました。また、膨大
な紙データを電子データに変える作業につきまして、初代特
命理事の田口様にご協力いただき感謝しております。
②のクラブホームページの更新は大幅にリニューアルいたし
ましたが、まだまだあまり知られていなく広報不足の感も感
じられます。多くの人に利用いただければと思います。
③４回の卓話は、会長がテーマを決めていただいたので大変や
りやすかったです。そのうちの１回は夜間例会でしたが昼間
の例会と趣が違い、例会終了を待ちわびる方が多かったので
はないでしょうか？
④近隣 RC との交流につきましては、下呂 RC（20 名の会員で
の運営するクラブ）を訪問し大変驚きましたが、小さいクラ
ブでも一生懸命やっていることを知ることが出来ました。他
クラブとの交流もこれからも続けていければとも思います。
最後に、鳴海会長にはこの一年間、多くのテーマをいただ
きご指導いただいたこと感謝しております。また、広域交流
資料特別委員会のメンバー皆様には一年間ご協力していた
だきありがとうございました。

社会奉仕担当グループ理事

市岡孝之

社会奉仕委員会（委員長 市岡孝之)
鳴海会長の特筆すべき 58 期の方針に「リニ
アモータカーを題材とした事業」を掲げました。
その対外事業を担当したのが当委員会です。
開催した事業を下記に報告します。
・青少年育成事業「リニアモーターカー工作教室」の開催
① 工作教室
開催日 2015 年 10 月 31 日（土）11：30～14：30
場 所 ・中津川商工会議所 3F 会議室（例会）
・岐阜県立中津川工業高等学校（文化祭にて）
参加者
中津川 RC メンバー35 名 中津川工業高校 15 名
坂本小学校高学年生徒 20 名 父兄 20 名
その他参観者 20 名
中津川市リニア対策課三宅課長
岐阜県リニア推進事務所新田所長
報道（岐阜新聞社中津川市局、三野新聞社、
ＮＨＫ岐阜放送局）
計 約 120 名
②リニアモーターカー模型寄贈式
開催日 2016 年 2 月 17 日（水）13:00～13:30
場 所 中津川市子ども科学館
参加者 中津川市(青山節児市長、リニア対策山本高志部長、
三宅竹志課長、北原大輔主任主査、
文化スポーツ部末木拡次長）
中津川商工会議所（丸山輝城会頭、堀田専務理事）
リニア中央新幹線まちづくり推進中津川市民の会
（水谷幸夫会長）
公益財団法人十六地域振興財団
（㈱十六銀行中津川支店 笹月秀勝支店長）
岐阜県立中津川工業高等学校（鈴木 宏校長、山田
豪電気科主任、電気科生徒 3 名）
中津川市立坂本小学校 林 茂富校長
岐阜県リニア推進事務所 岩田秀樹課長
中津川 RC(6 名）報道（中日新聞社、読売新聞社）
信局、岐阜
計 約 25 名

地域活動委員会（委員長 嶋崎兼之）
文化、ｽﾎﾟｰﾂ、地域の伝統芸能、青少年の健全育成に理解
を深め活動をｻﾎﾟｰﾄするべく下記の事業を開催しました。
・中津川市少年野球連盟４０周年記念講演会
開催日
2015 年 12 月 6 日(日) 13:30～
場 所
福岡ふれあい文化センターホール
講 師
山田久志氏（元中日ドラゴンズ監督）
演 題 「野球から学ぶもの」
参加者
中津川市少年野球連盟児童及び保護者500 名
・中津川市少年野球連盟４０周年記念パーティへの参加
開催日 2015 年 12 月 6 日(日) 18:00～
場 所 中津川商工会議所
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前回の記録

６月９日創立記念例会スナップ

６月 9 日
創立記念例会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
6/2 補正出席率

48／68
46／68

70.58％
67.65%

会員総数 71 名（出席免除者３名）

ビジター
熊崎金良君、丸山充信君、立木亮治君、板頭鈔三君、
小倉忠雄君、村上幸博君、堀
務君、淺井達雄君、
勝野正彦君、鷹見幸久君、堀 正勝君、
郷原基幸君（中津川ｾﾝﾀｰ RC）

消防操法大会祝儀
藍綬褒章受章お祝い
消防副団長 志津竜良君
杉本 潤君

創立記念卓話
伊藤 昇君

メーキャップ
伊藤 昇君、波多野一夫君、酒井康孝君、田口義也君、
塚田 晃君、丸山輝城君（中津川ｾﾝﾀｰ RC）

懇親会挨拶
後藤親睦委員長

ニコボックス
★本日は創立記念例会です。伊藤昇パスト会長の卓話よろしくお願い
致します。杉本さん、藍綬褒章受章おめでとうございます。58 期
最後の大懇親会ですので、盛り上がって楽しんでいただければ幸い
です。
会長・鳴海伸明君、副会長・齊藤 隆君、幹事・桂川邦俊君
★≪迎えた創立記念例会≫ 今日の例会卓話は、又々同じ話しかでき
ません。ご容赦の程を。あの未だ 39 歳の成年だった我が身の健康
とロータリアンの友情には感謝を忘れることはありません。
≪福田こうへいショー≫ 先月、友達に連れられて久しぶりに民謡

中津川 RC の記録放映 (５６期～５８期資料整理委員会)
鈴木 力君、伊藤昇君、田口義也君

で培った福田こうへい歌謡ショーを中日劇場で観賞しました。追っ
かけ婆さん達に囲まれながら、ペンライト片手に振りまくり、拍手
一杯の応援をした。人生最高の倖せだ。
★伊藤パスト会長、本日の卓話楽しみです。

伊藤 昇君

次期会長・波多野一夫君、次期副会長・麦島寛也君、次期幹事・酒井康孝君、高田信浩君

★伊藤昇パスト会長の創立記念卓話、とても楽しみにしております。

乾杯発声
鈴村直前会長

よろしくお願いします。また、本日は３年間に渡る資料整理の電子
化の区切りとして、発表させて頂きます。よろしくお願いします。
田口義也君

★地元中京学院大学は破竹の 3 連勝でベスト 4 です。先日は皆様のご
協力で総額 106 万円集まりました。感謝致します。
丸山輝城君
★2016 年春の褒章において、皆様の支援、協力を頂き、藍綬褒章の
栄を受け、さらに 5 月 23 日に伝達式と天皇拝謁式に上京しました。
また、本日はクラブからお祝いを頂きお礼申し上げます。加えて、
今期(一社)日本ダイカスト協会会長の職を拝命しました。今一つ、
メキシコに海外４つ目の法人を立ち上げました。今後ともご支援よ
ろしくお願いします。
杉本 潤君
★６月１９日(日)に行われる中津川市消防協会消防操法大会において
ご協力頂き、誠にありがとうございます。当日は出来る限りの出席
をよろしくお願い致します。
中津川市消防団・桂川邦俊君、志津竜良君

木曽路店主
小縣一夫君挨拶

★創立記念例会、おめでとうございます。本日は木曽路をご利用いた
だきありがとうございます。
小縣一夫君
★１年間ありがとうございました。親睦委員会最後事業です。至らな
い点があると思われますが、よろしくお願いします。 親睦委員会一同
本日の申告 61 ポイント(累計 1350.5 ポイント)

締めの挨拶 齊藤副会長

差入れ 鳴海会長
鈴木力君

