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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２１日 №2898 – 59 – 3

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、委員会、幹事報告
６．会 長 の 時 間
７．理事・委員長就任挨拶
８．閉 会 点 鐘

この町のあの時
大正初期の小学生 本通り (本町？)

今後の例会予定

７月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～

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
・出前講座（坂下高校）について
・活動計画書について

地区行事予定

中津川ＲＣ委員会行事予定

７月２８日(木) 第１回ＩＤＭアニーホール 18：30～
／ＩＤＭ委員会担当

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

今後のお知らせ

◎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 CRC）
９月２６日(月) パルティールＡＩ(アイ)(駒場)
11:30～昼食 12:30～点鐘

友愛の席

深山のしずく

中津川銘菓「栗きんとん」をわらび餅で
包み、見た目も涼しげ、食べてもひんやりの
涼菓をお楽しみ下さい。

七 福

就任挨拶
例会運営担当グループ理事

糸井川 均

例会運営委員会の担当致します 糸井
川均です。
会長のクラブテーマ「誰かのために今
できることを」を反映するため、各担当
委員会との連携を図ります。
「例会に出席すること」がロータリアン
の活動の原点です。例会運営委員会は、
会員のみなさんが毎回有意義な例会だったと思われ、出席
意欲を高めて頂けるような魅力的なプログラムの提供に努
めてまいります。そのために、会員による卓話はもちろん
のこと、政治経済、芸能、ｽﾎﾟｰﾂなどの幅広い分野での委員
会卓話を企画します。会員相互の繫がりをより一層深め、
明るく有意義なクラブとなるよう努めます。

情報･研修担当グループ理事

安藤正樹

経験の浅い新米理事です。よろしくご
指導願います。
情報・研修委員会は、原 満夫 委員長
のもと、情報提供と会員研修を行なって
いただけます。研修に参加して、ロータ
リーを学びましょう。
会報発行委員会では、見やすい紙面編
集に努め、読んでいただくことで会員間の交流を図ります。
毎月の写真掲載は、鈴木力パスト会長のお力をお借りし、
ワインのコラムでは、
ソムリエ 大鋸伸行さんに監修をお願
いします。実務は事務局の原美保さん頼りですので、記事等
は、早めの提出をお願いします。

社会奉仕担当グループ理事

志津竜良

59 期波多野会長の下で社会奉仕担当
グループ理事にご指名いただきました
志津です。昨年の情報研修担当グループ
に続いての理事ということですが、まだ
まだ不慣れなので、至らぬところも多々
ありますが、よろしくお願いいたします。
さて社会奉仕グループの活動としましては、波多野会長
の掲げたクラブテーマ「誰かのために今できることを」に
即して、この地域の子供たちの夢を育むように、また伝統
文化への理解を深めるためのサポートをしていきたいと考
えています。
社会奉仕委員会としては、少年少女合唱団 15 周年コンサ
ートのサポートをメイン活動とし、地域活動委員会として
は、波多野会長が進める歌舞伎を中心とした活動「中津川
KABUKIDS プロジェクト」や「東濃歌舞伎鑑賞」などを
サポートしていきます。微力ではございますが、出来る限
り会長をサポートして、１年間の活動をやり遂げたいと思
いますので、会員の皆様方のご協力をお願いします。

会員奉仕担当グループ理事

長野和夫

今年度中津川ロータリークラブの会
員奉仕担当グループ理事を担当させて
いただきます長野です。どうぞよろし
くお願いいたします。
第 59 期の親睦委員会といたしまして
は、27 回の通常例会を特に重視し、会
員の皆様方にとって意義ある例会の場
を提供できるよう、委員会全員が節度を持って努力してま
いる所存です。
さいわい、きわめて頼りになる鈴木(康之)･
三宅両副委員長と若い新進気鋭のメンバーでの総勢１５
名という大所帯の委員会ですので、自信をもって会場設営
にあたりたいと存じます。
合同例会と致しましては、９月のガバナー公式訪問３RC
合同例会、そして、２回の中津川センターＲＣとの合同例
会を予定しております。
何より会員の親睦と懇親をはかる忘年会、創立記念例会
そして、新年家族例会をはじめとする２回の家族例会と１
年を通じての活動となりますので、多数の会員の皆様のご
参加をいただき、おおいに楽しんでいただけますよう委員
会一同努めてまいります。
多くの会員の皆様方の例会への参加を期待し、そしてニ
コボックスへの積極的な申告をお願いして、会員奉仕担当
理事就任の挨拶と致します。一年間会員の皆様のご協力の
ほどよろしくお願い申しあげます。

職業奉仕担当グループ理事

田口義也

本年度、波多野会長より職業奉仕担
当グループ理事の任命を頂きました。
会長テーマであります「誰かのため
に今できることを」を受け、継続事業
である市内中学校への出前講座の実施
に加え、今年度は地元企業へより多く
の卒業生に就職もらいたいとの思いか
ら、坂下高校の２年生を対象に出前講座を実施します。
委員会卓話には、企業の社員教育とは少し違った目線
で、地元飲食店等の店主の方に若い女性、男性に接客業
を短期間で教える秘伝などを、苦労話を含めた卓話とし
て計画しています。また、職場訪問例会も他委員会と共
同で実施する事を思考し、会員の皆様が参加しやすい企
画をしたいと思います。健康診断については、昨年度同
様忘年会、
新年会後の1 月26 日の実施を予定しています。
IDM 委員会は、
原眞平委員長が年４回の開催を計画し、
会員相互の情報交換と親睦交流を図り、ロータリアンの
語り合う場を提供しますので、沢山のご参加お待ちして
います。
今年一年間、波多野会長をはじめ役員、理事、会員の
皆様方のご協力を心よりお願い申し上げ就任のご挨拶と
させて頂きます。

国際奉仕担当グループ理事

吉川義康

この度、中津川ロータリークラブの国
際奉仕担当グループ理事に任命されまし
た。よろしくお願いいたします。
昨年、訪台時の例会前の会議で、三重
RC より平成 28 年の訪日を 11 月に予定し
たいとのお話しをいただきました。
そこで、今年の２月に確認の手紙を送りましたところ、早
速返事があり、11 月 17 日に中津川 RC の例会に出席したい
とのことでした。その三重 RC の返書は、中津川 RC との交
流をより積極的に深めたいとの思いが込められ、大変感慨
深いものでした。ぜひ、11 月 17 日の三重 RC の訪日には、
暖かいおもてなしの心をもってお迎えしたいと思います。
また、財団担当委員会は、補助金活用事業として地域の
担い手となる子供達が地元の伝統芸能に触れ、郷土への誇
りと愛着を育むための“ＫＡＢＵＫＩＤＳ”を申請し認可
されました。
米山奨学委員会は、国際的に偏らない米山奨学事業とな
るよう地区の米山奨学委員会に呼びかけるとともに、元米
山奨学生を招いての卓話を計画いたします。
この１年間、国際交流委員会、財団担当委員会、米山奨
学委員会ともども頑張りますので、皆様のご指導ご鞭撻を
よろしくお願い致します。

７月１４日スナップ

中津川ｾﾝﾀｰ RC 安藤 茂会長

皆出席表彰 林 彰君９年

鷹見幸久幹事

糸井川均君２６年

２０１６年度クラブ定時総会

会員総数７２名、本日出席者４２名、
よって会則第１０条の定足数を満たし、総会成立。
第１号議案． 2015～2016 年度事業報告
直前幹事・桂川邦俊君より報告☆承認可決
第２号議案． 2015～2016 年度決算報告
前回の記録
～７月１４日～
直前会計・酒井康孝君より報告。
監査報告 笹月秀勝監査人より監査報告☆承認可決
出席報告
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
42／68
61.76％
第３号議案． 2016～2017 年度事業計画
7/7 補正出席率
57／68
83.82%
幹事・酒井康孝君より報告。☆承認可決
会員総数７２名、出席免除者４名
ニコボックス
第４号議案． 2016～2017 年度クラブ会計予算
★本日例会に出席させて頂きます。一年間よろしくお願い致しま
会計・後藤大作君より報告。☆承認可決
す。
中津川ｾﾝﾀｰ RC 会長・安藤茂君、幹事・鷹見幸久君
★中津川センターRC 安藤会長、鷹見幹事、来訪を歓迎します。
一年間がんばりましょう。本日定時総会です。
慎重審議よろしくお願いします。
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★≪皆様ありがとう≫ 中津川センターRC 安藤会長、鷹見幹事
の来訪を歓迎します。本日の定時総会にて全ての 58 期を終了
させて頂きます。あっという間の一年間でしたが、心より皆様
に感謝申し上げます。 58 期会長・鳴海伸明君、幹事・桂川邦俊君
★中津川センターRC 安藤会長、鷹見幹事さんのご来会を歓迎申
し上げます。
原 眞平君
★中津川センターRC 安藤会長、鷹見幹事ようこそ。本日は宜し
くお願いします。鳴海伸明さん、平成 28 年度建設事業関係功
労者国土交通大臣表彰おめでとうございます。
可児 力君
★鳴海会長、桂川幹事、一年間ご苦労様でした。波多野新会長、
酒井幹事、これからどうぞよろしくお願いします。 林 彰君
★中津川ｾﾝﾀｰ RC 安藤会長、鷹見幹事を歓迎します。 齊藤 隆君
★第 59 期の会報の写真を鈴木力パスト会長にお願いしました。
お手数ですがよろしくお願いします。
会報発行委員会・安藤正樹君、前田雅生君
★新人にて右も左もわかりません。
ご指導宜しくお願い致します。
土屋大二郎君
★早退します 本日の申告35.5 ポイント(累計134.5 ポイント)

議長

波多野一夫会長
第 58 期事業報告
第 58 期幹事
桂川邦俊君

監査人笹月秀勝君

第 58 決算報告
第59 期予算の提案
第 59 期事業計画発表
第 59 期 会計
第 58 期会計･第 59 期幹事
後藤大作君
酒井康孝君
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職業奉仕委員会事業 出前講座
「保護者としごとについて語る会」
7 月 15 日(金) 11：00～（20 分の講話を 2 回）
岐阜県立坂下高等学校
講師：吉川義康君、吉村和子君、
佐藤好哉君、小澤賢一君

吉川義康君

佐藤好哉君
← 小澤賢一君
↓吉村和子君

出前講座報告
職業奉仕副委員長 大鋸伸行
坂下高校の皆さんが地元の企業に多く就職されている
事に驚きました。４名の講師の話を聞かせていただき大
変勉強になりました。講師の皆様、本当にありがとうご
ざいました。

「中津川少年少女合唱団第 15 回記念ｺﾝｻｰﾄ」移動例会案内
8 月 20 日(土)

(12：30 現地集合)

タイムスケジュール
12：30～13：15 例会(ひだ路元起)
会長挨拶
合唱団へ協賛金贈呈
食事
13：15～13：55 各自移動
14：00～
中津川少年少女合唱団ｺﾝｻｰﾄ鑑賞
(苗木交流センター)

中津川 RC ゴルフ同好会
親睦ゴルフコンペ案内
ゴルフ同好会会長：吉村敏博
幹事：麦島寛也
日 時：８月２７日(土) 8：22 スタート
場 所：ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
コンペ参加費：2,000 円（賞品代）
表彰式・懇親会：ﾊﾟｰﾃｨｰﾙｰﾑ・ｺﾝﾍﾟﾊﾟｯｸ利用
登録最終締切 7 月 31 日(日)
～皆様のご参加お待ちしております！～

第１次(1972 年～) 1970 年大阪万博の際に、
輸入ワインが紹介され、
ＴＶ等で大々
的なＰＲが行なわれた。 特にフランス料理のレストランがあるホテル等で取
り扱われるようになった。1971 年に発売されたサントリー・デリカワインの
第２回
「日本でのワインブーム」 ＣＭでは「金曜日には、花買って、パン買って、ワイン買って帰ります」とい
うフレーズが有名になり、一般家庭にもワインが浸透していくようになる。
第２次(1978 年～)
1000 円ワインが人気となった。
第３次(1981 年～)
国内のワイン生産者が一升瓶の地ワインなどを売り出し人気となった。
第４次(1987～90 年) 円高により輸入ワインが台頭する。中でもﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ﾇｰｳﾞｫｰが人気を呼んだ。バブル経済の影響で、
高級ワインがﾚｽﾄﾗﾝやクラブで大量に消費されるようになり 輸入ワインの構成比が国産ワインを越えるようになった。
第５次(1994 年)バブル崩壊し、５００円程度で販売されるワンコインワインが登場する。
第６次(1997～98 年)1997 年から、赤ワインブームとなり、ワインの消費量が過去最大となった。赤ワインに含まれる
“ポリフェノール成分”が、身体の中にある物質や細胞の酸化を防ぐことにより、老化や動脈硬化を抑制し、心筋梗塞
などの心臓病を防止できるというレポートがきっかけとされている。
第７次(2012 年～) 1998 年のワインブーム時の数量を超えた。家庭や飲食店での日常的なワイン飲用文化が浸透し、新世
界ワイン（チリなど）が伸びている。
【監修：ソムリエ 大鋸伸行】
～ワイン講座～

