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クラブテーマ 【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】
２０１６年７月１４日 №2897 – 59 – 2

本日の 例会プログラ ム

１．開 会 点 鐘
２．ソ ン グ ＝ 我 等 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、幹事報告
６．会 長 の 時 間
７．中津川センターＲＣ会長・幹事ご挨拶
安藤 茂会長、鷹見幸久幹事
８．２０１６年度クラブ定時総会
① 2015～2016 年度事業報告
②
〃 クラブ会計決算報告及び監査報告の承認
③ 2016～2017 年度事業計画の承認
④ 〃 クラブ会計予算の承認
⑤ その他
９．閉 会 点 鐘
今後の例会予定
７月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＝齋木寛治ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｸﾗﾌﾞ訪問 ／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 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 14：00～
(例会：ひだ路元起にて 12：30～13：15)
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～
地区行事予定
第 1 回岐阜東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議
７月２２日(金)「竜庵」17：10～ ﾎｽﾄ：土岐ＲＣ
第１回地区Ｒ財団研修セミナー
７月２４日(日)「岐阜都ホテル」12：00～
波多野会長、後藤副幹事参加

この町のあの時
西太田町通り 七夕まつり 昭和３５年頃

提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

会長の時間
波多野一夫会長
・信州松本で東濃歌舞伎披露(7/10)
・中津川センターRC 訪問(7/11)

中津川ＲＣ委員会行事予定

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 11:00～12:20
講師：吉川義康君、吉村和子君、
佐藤好哉君、小澤賢一君／４名
７月２８日(木) 第１回ＩＤＭアニーホール 18：30～
／ＩＤＭ委員会担当

前回の記録
出席報告

～７月７日～
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
6/23 補正出席率

47／68
65／68

69.11％
95.58%

会員総数７２名、出席免除者４名

ニコボックス
★大きな緊張と秘めた気合をもって
今日を迎えました。
「誰かのために
今できることを」のクラブテーマ
のもと、引き継がれてきたものを
大切に、多くの方に参加いただけ
るよう誠心誠意努めます。
ニコボックス発表
土屋大二郎さんが入会されます。
長野親睦委員長
よろしくお願いします。
三宅親睦副委員長
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★新入会員の土屋です。ご指導よろしくお願い致します。
土屋大二郎君
★≪スタート５９期≫ ６０期に向け、波多野会長、酒井幹事、
役員の皆さん確固した基盤を作って下さい。
伊藤 昇君
★波多野会長以下５９期役員・理事、一年間頑張って下さい。
皆出席バッチを頂きありがとうございます。
松田周一君
★鳴海さん、ご苦労様でした。波多野さん、ご苦労掛けます。
鈴木嘉進君
★波多野年度のスタートを祝して。
土屋大二郎さんの入会、歓迎します。
原 満夫君
★波多野丸の出港をお祝い申し上げます。
大堀壽延君
★土屋大二郎さんの入会を心から歓迎致します。波多野会長の
オーソドックスな服装と活動を期待致します。 丸山輝城君
★波多野丸の出航おめでとうございます。楽しい例会を期待し
ています。
岡山金平君
★波多野会長、酒井幹事始め役員、理事の皆さん、一年間頑張
って下さい。新会員・土屋さんのご入会を歓迎申し上げます。
28 日 18：30～「アニーホール」にて第 1 回の IDM を開催
します。皆様のご参加をお願いします。IDM 委員長・原眞平君
★第 59 期の会長・幹事・役員・理事・委員長の皆様の活躍を
期待します。
吉村敏博君
★59 期波多野会長年度の始まりです。
今年度会場監督を指名されました。例会出席、運営に皆様方
のご協力をお願いします。
会場監督・可児 力君
★波多野年度のご発展をお祈りします。
鈴村正樹君
★59 期波多野丸、御出航おめでとうございます。
一年間の活躍を期待します。
土屋大二郎さんのご入会、歓迎します。直前会長・鳴海伸明君
★59 期波多野会長、麦島副会長、酒井幹事始め役員・理事の
皆さん、期待しております。
塚田 晃君
★第 59 期、初理事で会報発行委員長をさせていただきます。
先期に増してよろしくお願いします。
情報研修担当 G 理事・安藤正樹君
★第 59 期波多野丸の出航、誠におめでとうございます。
また、国際奉仕担当 G 理事として一生懸命努めさせて頂き
ます。そして、土屋様のご入会をご歓迎申し上げます。
国際奉仕担当 G 理事・吉川義康君

★波多野丸の出航を祝し、お祝い申し上げます。一年間
よろしくお願いします。一年間の活躍を期待します。
職業奉仕担当 G 理事・田口義也君
★波多野丸の出航おめでとうございます。新会員・土屋大
二郎君の入会、歓迎します。前田遼之君、田口義也君、
本日お誕生日おめでとうございます。
会員奉仕担当 G 理事・長野和夫君
★七夕の今日、波多野丸の出航おめでとうございます。
酒井幹事始め、役員の皆様の一年のご活躍とご健勝を、
心よりお祈り申し上げます。土屋大二郎さんの入会、
歓迎します。今後共、よろしくお願いします。
特命担当 G 理事・佐藤好哉君、加藤警景司君
★波多野会長、役員の皆様、一年間大変お世話になります。
頑張って下さい。
副幹事・後藤大作君
★第 59 期、波多野会長、麦島副会長、酒井幹事、一年間
よろしくお願いします。
齊藤 隆君
★新執行部の皆様、ご苦労様です。
間 龍一郎君
★土屋さん、入会を歓迎致します。
鶴田 温君
★波多野会長、出航おめでとうございます。麦島副会長、
可児会場監督、酒井幹事、一年間ご苦労様です。お弁当
の注文有難うございます。びっくりの 49 食です。
前田遼之君
★船出をお祝い申し上げます。
武川典靖君
★皆出席表彰ありがとうございます。
酒井康孝君
★皆出席表彰をいただきました。ありがとうございました。
前野求重君、志津竜良君、山本 亮君、三宅正朗君
大鋸伸行君、鈴木康之君、市川 誠君
本日の申告 99 ポイント(累計 99 ポイント)

就任挨拶

波多野一夫会長

麦島寛也副会長

可児 力会場監督

酒井康孝幹事

新会員入会式

ロータリーの友紹介
伊藤昇情報研修委員
新会員紹介 丸山輝城君 新会員 土屋大二郎君

皆出席表彰

58 期会報原稿提供のお礼にて贈られ
たネクタイを、早速着用して下さいま
した。2016～17 年度テーマロゴをあし
らった華やかな小紋柄です。

～おめでとうございます～

左より 岡山金平君 18 年、松田周一君 37 年、波多野一夫君 24 年
鈴村正樹君 17 年、塚田 晃君 15 年、田口義也君 14 年

左後ろより
酒井康孝君 9 年、志津竜良君・山本亮君 3 年、前野求重君 2 年
三宅正朗君・鈴木康之君・市川誠君・大鋸伸行君・・・1 年

～ワイン講座～

第１回「ワインとは」
１）ワインの語源 Wine は、英名であり、その語源はラテン語の
「ブドウから造られた酒」を意味する Vinum に由来するとされる。
ラテン語から各国の呼称へ変化していった。
英語：Wine(ワイン)、フランス語：Vin（ヴァン）
、
イタリア語・スペイン語：Vino（ヴィーノ）
、
ドイツ語：Wein（ヴァイン）
、
ポルトガル語：Vihono（ヴィーニョ）
２）ワインの起源
ワインはビールと共に世界最古のアルコール飲料といわれている。
今より約 5000 年前（紀元前 3000 年頃）
、現在のイラクにあたるメソ
ポタミアで文明を築いたシュメール人が残した壁画の中に、
ワイン造り
に関するものが発見された。また、同時期に書かれた文学作品「ギルガ
メッシュ叙事詩」の中でも、主人公の王が船大工にワインを振る舞う様
子が描かれている。このことから、紀元前 3000 年頃のメソポタミアを
ワインの起源とする説が有力である。

３）ワインの伝播 メソポタミアで行なわれ
ていたワイン造りは、紀元前 3000～1500
年にエジプトへ伝播し、紀元前 1500 年以
降、古代ギリシャへ伝わった。紀元前 200
年頃には、古代ローマにワインが伝播し、
ローマ帝国の領域拡大によりヨーロッパ全
域にワインが広まった。その後、キリスト
教の布教とともに、
「キリストの血」と崇め
られたワインが、人々の生活に浸透してい
った。また、ワインの製造の中心は、キリ
スト教修道院であり、各地の修道院が、ブ
ドウの栽培から製造までを行うワイナリー
兼研究所として中世のワイン造りを発展さ
せたとされている。１６世紀前後の大航海
時代から、スペインやポルトガルの開拓者
によってチリやアルゼンチン、南アフリカ
などにもブドウが持ち込まれ、世界中にワ
インが広まった。
【監修：ソムリエ 大鋸伸行】
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第５８期クラブアッセンブリー開催報告
開 催：６月２３日(木) 「長多喜」にて 18：00～
出席者：鳴海伸明君、齊藤隆君、桂川邦俊君、鈴村正樹君、鈴木 力君、
波多野一夫君、酒井康孝君、志津竜良君、長野和夫君、後藤大作君、
高田信浩君、市岡孝之君、田口義也君、鶴田 温君、市川 博君、
可児 力君、吉村和子君、嶋崎兼之君、勝野安和君、松田周一君。

鳴海会長 挨拶

鈴木会場監督 総評

乾杯発声 鈴村直前会長

鳴海会長、
鈴木会場監督
波多野会長ｴﾚｸﾄ
お酒の差し入れ
ありがとう
ございます
締めの挨拶
齊藤副会長

役員・理事・委員長の皆様 一年間お疲れ様でした！

今後のお知らせ
中津川センターロータリークラブ例会訪問

７月１１日(月) 12：30～
中津川商工会議所 3F
波多野一夫会長
酒井康孝幹事

友愛の席

自家製和風ゼリーあんず

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。
愛媛県産のこだわりのあんずを丸ごと
使用しました。

◎中津川センターＲＣ・中津川ＲＣ合同例会
９月８日(木) 木曽路 18:30～（ﾎｽﾄ：中津川 RC）
◎ガバナー公式訪問３RC 合同例会（ﾎｽﾄ：中津川ｾﾝﾀｰ RC）
９月２６日(月) パルティールＡＩ(アイ)(駒場)
11:30～昼食 12:30～点鐘
◎地区大会
１０月２２日(土)･２３日(日)高山市民文化会館
◎ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨｨﾝｸﾞ） （ﾎｽﾄ：土岐 RC）
１１月１２日(土) セラトピア土岐
◎中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ（ﾎｽﾄ：中津川 JC）
１１月１３日(日)
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 8:00～
～皆様のご予定よろしくお願いします～
他クラブ移動案内
土

岐＝7／24(月)の例会は、花火大会翌朝清掃例会の為、
「土岐商工会議所 駐車場」にて 6：00～
多治見リバーサイド＝7／26(火)の例会は、夜間納涼例会
「サッポロビール 浩養園」18：30～

