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ゲスト紹介

２０１６～２０１７年度
岐阜東濃グループガバナー補佐
さい き

かん じ

齋木 寛治君

本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．国 歌 斉 唱
３．ソ ン グ ＝ ｢奉仕の理想｣
４．ゲスト、ビジターの紹介
さい き かん じ

岐阜東濃グループガバナー補佐 齋木寛治君
やすえ

つとむ

〃 ガバナー補佐帯同者 安江 努 君
５．食事と交歓
６．皆出席表彰
７．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）
８．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
９．会長の時間
10．卓話 岐阜東濃グループガバナー補佐 齋木寛治君
11．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

８月１１日＝１３日(土)「おいでん祭」に移動 18：00～
１８日＝２０日(土) に移動／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
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～
９月１日→８月２８日(日)防災訓練に移動 (各地区にて)
８日＝センタークラブと合同例会／親睦委員会担当
「木曽路」にて 18：30 点鐘 ﾎｽﾄ:中津川 RC
１５日＝普通例会 中津川警察署長 野口晴義氏卓話
／地域問題特別委員会担当
※９月度定例理事会 13：35～
２２日＝法定休日
２９日→２６日(月)ガバナー公式訪問 3RC 合同例会に移動
RI 第2630 地区 剱田廣喜ガバナー(高山中央 RC)
「パルティールＡＩ(アイ)」(駒場)
食事 11：30～12：30 例会 12：30～13：30

生年月日 昭和 19 年(1944 年)10 月 3 日
事業所
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所属ｸﾗﾌﾞ 土岐 RC
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幹 事
1994 年～95 年度
第 2630 地区 ＧＳＥ委員
2001 年～2004 年
〃
2007 年～08 年度
会 長
マルチプルポールハリスフェロー
ベネファクター、
米山功労者 マルチプル３

会長の時間
波多野一夫会長
・ガバナー補佐訪問
・夏祭りについて

本日の生演奏 ～ アンサンブル・リベルタ ～
・琴奏者
竹田 和子様
・尺八奏者 山田 典山様
邦楽の分野で活躍する音楽家と、様々なジャンルで活
躍する音楽家が、
「和楽器の素晴らしさ・可能性」
「日本
の音楽の素晴らしさ」
「世界の音楽との融合」を追求する
ために結成。日本国内は
もとより、海外において
もそのコンセプトを活か
した演奏活動を行い、た
ぐいまれなパフォーマン
スが好評を得ている。

皆出席表彰者
コボックス
市川 博君・・・・３８年
齊藤 隆君・・・・１２年

前回の記録
出席報告

～７月２８日～
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
7/21 補正出席率

ニコボックス

42／68
48／68

61.76％
70.59%

7 月度定例理事会開催報告
ニコボックス
開 催：7 月 28 日(木)13：35～「商工会議所２階会議室」
出席者: 波多野一夫君、麦島寛也君、可児 力君、林 彰君、
鳴海伸明君、安藤正樹君、長野和夫君、田口義也君、
志津竜良君、吉川義康君、佐藤好哉君、糸井川均君、
酒井康孝君。
議題
１) ８月･9 月の例会プログラムについて／例会運営委員会
☆承認

会員総数７２名、出席免除者４名

★理事・委員長挨拶の２回目です。先週に引き続き一同よろしく ２）8 月･9 月度定例理事会について
／幹事
お願いします。
8 月 25 日(木)例会終了後 2F 小会議室
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
9 月 15 日(木)例会終了後 2F 小会議室
☆承認
★本日、理事就任挨拶を致します。一年間宜しくお願い致します。
特命担当 G 理事・佐藤好哉君、社会奉仕担当G 理事・志津竜良君
★地域活動委員長に任命されました。今期は「歌舞伎」一色の事 ３）
「出前講座」の報告
／職業奉仕委員長担当
業計画になります。皆様のご協力・ご参加をお願い申し上げま
開催：７月１５日(金) 11：00～12：20
す。
地域活動委員長・高田信浩君
岐阜県立坂下高等学校
★本年度 IDM 委員長をやる事になりました。よろしくお願いし
講師：吉川義康君、吉村和子君、佐藤好哉君、小澤賢一君、
ます。活動計画書 P24 の IDM 開催日に間違いがありましたの
（波多野会長、麦島副会長、酒井幹事、大鋸副委員長参加）
で、訂正お願いします。
ＩＤＭ委員長・原 眞平君
※昼食代を委員会共通費より
☆承認
(下記にて修正お願いします・・・・幹事)
★本年度、会員増強委員長をやる事になりました。一年間どうぞ
よろしくお願い致します。
会員増強委員長・吉村敏博君 ４）
「ガバナー公式訪問３ＲＣ合同例会」について
★この暑いに日、例会に出席ができ有難い。認知症に罹る適齢期
RI 第 2630 地区 剱田廣喜ガバナー(高山中央 RC)
は既にもう過ぎているのに何故だろうか、それは、誰彼とでも
ホスト:中津川ｾﾝﾀｰ RC 親睦委員会担当
会話をすることが特効薬と信じ出席すれば誠に楽しいものだ。
開催：９月２６日（月）
また、帰りは皆に助けられ感謝。
伊藤 昇君
「パルティールＡＩ(アイ)」 (駒場)
★昨年は会場監督では大変お世話になりました。本年は親睦委員
ガバナー会長幹事懇談会 10：45～11：30
会委員として頑張ります。この一年修行させて頂きます。例会
会場卓上の花、松田周一ゴールド会員、自ら持参されています。
食事 11：30～12：30 例会 12：30～13：30
本当に頭が下がります。感謝!感謝です。 親睦委員会・鈴木力君
★理事・委員長就任の皆さん、本日挨拶よろしくお願いします。
☆承認
可児 力君
★理事・委員長就任挨拶よろしくお願いします。
鳴海伸明君
★8／7 に開催される県消防操法大会に出場する中津川分団の壮
行会に出席しました。優勝目指して頑張って下さい。齊藤隆君
本日の申告 32 ポイント(累計 166.5 ポイント)
７月２８日スナップ

特命担当理事
佐藤好哉君

社会奉仕担当理事
志津竜良君

就任挨拶

会員増強委員長
吉村敏博君

ＩＤＭ委員長
原 眞平君

活動計画書訂正のお願い P24…IDM 委員会開催日
第 3 回目 11／6 → 2／23 へ訂正
修正シール配布

第 4 回目 2／5 → 5／18 へ訂正
P35 山本亮君 FAX 番号変更 67-9564 → 050－3730－9643

地域活動委員長
高田信浩君

財団担当委員長
吉村庸輔君

60 周年準備
特別委員長
市岡孝之君

中津川ロータリークラブホームページ 59 期版に更新！！
中津川 RC の活動・会報・お知らせ等掲載しております。
是非ご覧ください。

http://nakatsugawa-rc.jp

５）
「地区大会」について
／幹事
開催：１０月２２日(土)・２３日(日) 高山市民文化会館
２２日(土) 13：00 点鐘～本会議 基調講演
18：00 閉会点鐘
２３日(日) 9：00 点鐘～本会議 記念講演
12：30 閉会点鐘
※登録料１人 10000 円
※登録締め切り 8 月 31 日
※22 日に参加予定
☆承認
６）
「岐阜東濃グループＩＭ」について
／幹事
開催：１１月１２日（土）14：30 点鐘
ﾎｽﾄ：土岐 RC
場所：セラトピア土岐
本会議 14：30～16：40
懇親会 16：50～17：50
テーマ： 「人類に奉仕するロータリー」
基調講演： 政治学博士 ペマ ギャルポ氏
「ボランティアリズムと国民総幸福度（ＧＮＨ）を考える」
カウンセラー: 石垣智康パストガバナー

第 1 回 IDM 開催報告
開催日：７月２８日(木)アニーホール 18：30～ 32 名参加
波多野一夫会長の元、クラブテーマ「誰かのために今で
きることを」を委員会基本方針として、本年度第一回目の
IDM を多くの参加者をいただき、
賑やかに開催致しました。
波多野一夫会長・原眞平 IDM 委員長の挨拶の後、今回は
「ロータリーは学びの場と」として情報・研修委員会の伊
藤昇パスト会長、市川博パスト会長より「歴史有るロータ
リーについて」また、
「ロータリアンとしての姿勢について」
の講話を乾杯前１５分ほど頂きました。入会歴の浅いメン
バーには刺激になった事と思います。乾杯後、講話を含め
話題豊富で美酒・美食に舌鼓を打ち大いに盛り上がりまし
た。最後になりますが参加メンバーより差入れを頂き有難
う御座いました。
IDM 副委員長 小倉 長門

※登録料１人 10,000 円 ※登録・振込期限 9 月 16 日
※登録要請２５名 （会員の 35％）

☆承認

７）中津川市立阿木高等学校
「全国定時制通信制体育大会出場に係る激励の依頼」について

協賛金を出す
報告事項
1） 寄付金・地域協賛事業費等について
２）事務局夏季休暇について

友愛の席

若 鮎

☆承認
伊藤 昇 PP

市川 博 PP

乾杯発声 可児会場監督

松月堂

ふんわりと焼き上げた皮でたっぷりの求肥
を包ました。鮎の形がいかにも涼しげです。

ガバナーノミニー決定宣言

2018～19 年度 第 2630 地区ガバナーノミニー
木村静之君（きむら きよゆき）（岐阜加納 RC）
7.11 剱田廣喜ガバナーより
他クラブ移動案内

今後のお知らせ

◎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) ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ｺﾞﾙﾌ倶楽部 8:00
◎三重ＲＣ歓迎例会
１１月１７日(木)～１８日(金)
～皆様のご予定よろしくお願いします～

瑞

浪＝8／5(金)の例会は、モーニング例会
「細久手公民館」にて 7：30～
恵
那＝8／9(火)の例会は、会長杯ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 8：30～
納涼家族親睦会 18：30～恵那峡ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて
土
岐＝8／22(月)の例会は早朝例会「慈徳院」にて 6：00
中津川ｾﾝﾀｰ＝8／22(月)の例会は、納涼家族例会
「パルティール」にて 18：00～
休会(お盆)・特別休会
多治見リバーサイド＝8／16(火) 多 治 見＝8／17(水)
多治見西＝8／18(木)
中津川センター＝8／15(月)
恵 那＝8／16(火) 瑞 浪＝8／12(金) 土 岐＝8／15(月)
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30 年を迎えた中津川風流踊り

伊藤 昇

この企画が 30 年前に生れたのは、市制 35 周年に際し鈴木嘉進パスト会長が企画され行動に移されたのです。旧苗
木藩主遠山家の土蔵より出た絵図を基に考えられ、その振付を花柳流師匠に依頼し、先ず踊りが生れ、次々と鐘やリ
ズム、そして衣装も出来、女優の三林京子さん、そして歌手の新沼謙治さんも招れることとなり、中津川の唄「旅 一
夜」も生れました。駅前にできた特設ステージでこの唄が披露され、NHKTV 放映も加わり盛大な光景となった。
「♪♪ おまえがいつかいっていた
木曽川ぞいの宿場町
枯葉つもる石畳・・・・♪♪」
是非ともこの苦労話は本人鈴木嘉進パスト会長から、是非とも拝聴したいものです。
おいでん祭パンフレット

朝日新聞

おいでん祭の記念に発売された ゆうペーン
60 円切手 5 枚、
40 円切手5 枚セット
臨時出張所開設
8／13～15
午後 2 時～7 時
ユニー中津川店にて

おいでん祭絵柄
テレフォンカード
2 種類

1987 年（昭和 62 年）8 月 14 日金曜日

