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９月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

１０月６日＝普通例会      ／米山奨学委員会担当

2013～14年米山奨学生 薛暁飛さん卓話   

１３日＝環境視察訪問 移動例会

「東部広域水道中津川浄水場」の視察

     12：00～13：00 「くるまや」にて食事

13：15～14：00 視察／地域問題特別委員会

２０日＝普通例会       ／職業奉仕委員会担当

２７日＝普通例会      ／情報研修委員会担当

※１０月度定例理事会 13：35～

アトラクション紹介 ～山本 金次氏・落語～

昭和23年2月24日生 68歳

昭和41年 大阪市消防士拝命

昭和50年 中津川市消防本部

平成20年 中津川市消防本部退職

・NPO法人中津川市体育協会副会長

・中津川市柔道協会副会長

・おがらん四社氏子総代会長

10月6日(木)＝新会員研修会 更科18：30～／情報研修委員会

10月20日(木)＝第２回ＩＤＭ ぽっぽ18：30～

10月22･23日(土･日)地区大会 高山市民文化会館

10月29日(土）

地区Ｒ財団研修セミナー じゅうろくﾌﾟﾗｻﾞ

11月12日(土)ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）ｾﾗﾄﾋﾟｱ土岐

２０１６年９月８日 №2904.5 – 59 – 9.10

今後の例会予定

会長の時間    

波多野一夫会長

             ・合同例会

・第2630地区について

         

本日の例会プログラム

18：30～18：50   司会 酒井康孝幹事

１．開会点鐘

２．国歌斉唱

３．ソング＝奉仕の理想

４．両クラブ会長の時間 中津川RC波多野一夫会長

中津川ｾﾝﾀｰRC安藤茂会長

５．出席報告

６．ニコボックス／スマイルボックス発表①

７．委員会報告

８．幹事報告

９．閉会点鐘

於：木曽路

懇親会プログラム

18：55～21：00   司会 鈴木康之親睦副委員長

１．開会挨拶        長野和夫親睦委員長   

２．両クラブ新会員紹介   中津川RC酒井康孝幹事

中津川ｾﾝﾀｰRC鷹見幸久幹事      

３．アトラクション ～山本金次氏による落語～

４．乾杯発声     中津川ｾﾝﾀｰRC淺井達雄副会長

５．宴 会（ニコボックス／スマイルボックス発表②）

～美味しいお食事で、楽しくご歓談下さい～

６．ソング＝手に手つないで

７．閉会の挨拶      中津川RC麦島寛也副会長

中津川ＲＣ委員会行事予定

地区行事予定



★移動例会が続きましたが、皆様ご苦労様でした。本日は新会員

の方から卓話を頂きます。四ツ目川大災害の写真、改めて自然
を畏れます。     

会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★新会員5名の卓話、大変楽しみにしてます。   原 眞平君

★宇治川君、小澤君、坂巻君、笹月君、土屋君、本日の卓話よろ
しくお願します。               可児 力君

★先日の少年少女合唱団コンサートで多数の会員のみなさんの
出席、誠にありがとうございました。盛況のうちに終えること
が出来ました。 社会奉仕担当グループ志津竜良君、高田信浩君

★少年少女合唱団、素晴らしいコンサート鑑賞ありがとうござい
ました。桂川団長、声出演おめでとう！！      鳴海伸明君

★中津川少年少女合唱団第 15 回記念コンサートに多くの皆様の

ご来場ありがとうございました。素敵な制服も新調出来、団員
も喜んでいます。今後も温かくお見守り下さい。 桂川邦俊君

★新会員(親睦委員)の卓話、期待しています。9 月 8 日センター
RC との合同例会、たくさんの会員の出席をお願いします。木
曽路で行います。          親睦委員会・長野和夫君

★≪四ツ目川大洪水≫突然襲った洪水は、１４才の少年を恐怖に

陥れ、何事も記憶に残らない程でした。        伊藤 昇君

★皆出席バッジ頂きました。これからもがんばります。宜しくお
願いします。                          齊藤 隆君

★大正５年に岩村の地で創業し、本年100年を迎えました。社会

貢献事業をさせて頂きます。          丸山輝城君

★私共「瀬戸の里」の夏祭りに波多野会長はじめ、数人の方々に

お出でいただき、ありがとうございました。今後ともご支援よ

ろしくお願い致します。                 土屋大二郎君

★早退致します。２名 本日の申告35ポイント(累計276.5ポイント)

前前々々回回のの記記録録 ～～88 月月 2255 日日～～

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 40／68 58.82％
8/20補正出席率 30／68 44.11%
会員総数７２名、出席免除者４名

前前回回のの記記録録 ～～88 月月 2288 日日～～ 防防災災訓訓練練

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 68／68 100.0％
8/25補正出席率 54／68 79.41%

会員総数７２名、出席免除者４名

伊藤 昇君、岡山金平君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

移動例会の為、カードメーキャップの方

丸山充信君、淺井達雄君、小倉忠雄君、立木亮治君、

堀 務君、堀 正勝君、丹羽継正君、郷原基幸君

(中津川ｾﾝﾀｰRC)

出席報告

ニコボックス

８月度定例理事会開催報告
ニコボックス
開 催：8月25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、後藤大作君、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) 9月･10月の例会プログラムについて／例会運営委員会

                          ☆承認

2）第２回ＩＤＭについて       ／職業奉仕委員会

10月20日(木) スナックぽっぽ 18:30～   ☆承認

3）9月･10月度定例理事会について       ／幹事

   9月15日(木)例会終了後 2F小会議室

10月27日(木)例会終了後 2F小会議室     ☆承認

4）「中津川少年少女合唱団 第15回記念コンサート」

移動例会決算について   ／社会奉仕委員会担当

  開催：8月20日(土)12：30～ 参加者２８名

  場所：例会・・・・・・ひだ路元起

コンサート・・・苗木交流センター

                    ☆承認

5）環境視察訪問移動例会   ／地域問題特別委員会担当

「東部広域水道中津川浄水場視察」  

開催： 10月13日(木)

場所： 東部広域水道中津川浄水場

  行程：12:00～13:00「そば処 くるまや」各自食事・移動

13:15～14:00 「東部広域水道中津川浄水場」

例会 ／視察

                     ☆承認

6）「『ロータリー100周年委員会』の発足に伴う協力金のお願い」

について                 ☆承認

7）「東美濃就農応援隊への加入」について     ☆承認

8）ご後援の名義貸しの依頼・・・・中津川音楽鑑賞会より

「2016中津川音楽鑑賞会つるちゃんのおしゃべりｺﾝｻｰﾄ」

                        ☆承認

報告事項・・・他事業日程確認

出席報告

メーキャップ

ビジター

訓練参加の波多野会長



中津川RCゴルフ同好会親睦ゴルフコンペ報告

８月２７日(土) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部

                         ～残暑厳しい中でも、和気あいあいと楽しい一日を過ご
すことができました。次回は3か月後で開催予定です。
皆様のご参加お願します。～

～職業奉仕委員会事業 出前講座～      生徒からの感想

7 月15 日(金) 岐阜県立坂下高等学校 「保護者としごとについて語る会」

       

GROSS HDCP NET
優 勝 長野和夫君 91 18.0 73.0
準優勝 齊藤 隆君 90 16.8 73.2
3 位 麦島寛也君 86 12.0 74.0

８月２５日スナップ

講師：吉川義康様

建設は力仕事ばかりだと思っていましたが、様々な建設

会社から自分に合った仕事を見つける事や、その為に資格

がないとできない事がわかりました。また PC を使う事が

多いと分かりいいなと思いました。

父が建設関係の仕事をしているので知っている事が多い

と思っていましたが、話を聞いてみると知らない事がたく

さんあり、とても勉強になりました。

講師：小澤賢一様

金融は基本的には難しくなくてちゃんとした教養があ

ればできることが分かりました。相談に乗って解決策を

生み出しいく事や、契約できた時お客さんが良くなって

くれる事が一番の喜びである、その反面、他人の人生を

左右するから相手の立場を考える事も重要だと分かりま

した。どの企業でも大切なことは変わらないと思ったし、

銀行の仕事にも接客に近いところもあると感じました。

講師：吉村和子様

販売の仕事は敬語がとても大切で、電話対応は顔が見えな

いので一番大変で、一つの聞き間違いで大きなミスや失敗に

繋がってしまう責任あることだと分かりました。また、仕事

はどんなことでも我慢すれば楽しくなっていくので我慢を

大切にしたいです。

年上との会話経験が少なくなり、敬語から離れていると、

いざ社会人になった時、対応、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの仕方が分からな

くなること分かりました。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに笑顔が大切で、言葉

だけの会話がとても難しいことが分かりました。

一つの事に対しても一生懸命取り組むことを大切にする。

そうすればよい結果がついてくる。どこへ行っても同じなの

で同じ所で情熱を注いで仕事をやれば、大きなやりがいを感

じると聞いて、学生の内から頑張ろうと思いました。

講師：佐藤好哉様

製造とは何かを作る仕事だと思っていましたが、営業、

材料調達、製品企画、輸送、納品など多くの分野で仕事をす

る人が必要なことが分かりました。どんな仕事にもやりがい

はあるから、それがわかるまで我慢して仕事を続けることが

大切だと感じました。言われたことだけをやっていては進歩

がないので、気づいたことや提案をして、積極的に関わる事

が大切だと思いました。また、資料にもらった新和工業さん

の従業員さんの文章がとても参考になりました。

   

参加： 桂川邦俊君、鈴木雅彦君、酒井康孝君、

小澤賢一君、可児力君、三尾義彦君、笹月秀勝君

皆出席表彰

齊藤隆君12年

紙上卓話「四ツ目川大災害」について

伊藤昇パスト会長

中津川市の災害時の対応について

丸山輝城パスト会長

新会員卓話

宇治川寛君(左)
小澤賢一君(右)

（下左より）

坂巻裕史君・笹月秀勝君

土屋大二郎君



            他クラブ移動案内

中津川ｾﾝﾀｰ＝9／12(月)の例会は、企業視察例会

     「富士通ﾃﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ(株)」にて10：00～
恵  那＝9／21(水)の例会は、早朝例会

「ニューウェーブ」にて8：30～
瑞  浪＝9／24(土)の例会は、納涼歌舞伎観劇

      「相生座」にて16：30～
土  岐＝9／24(土)の例会は

土岐ふるさと福祉村フラインクディスク大会

「セラトピア土岐」にて9：00～

   
１）ワインの開栓のやり方 開栓の器具は多種ありますが、

楽に抜けるもを使う。人前では「ソムリエナイフ」を使

うと演出が素敵です。一般のコルクスクリューより、テ

コ式、スクリュープルの方が楽に抜けます。

２）ワインの注ぎ方 基本はボトルの下部を持ち、ラベルを

飲み手に見えるように注ぐ。注ぐワインの量はグラスの

最も大きな膨らみの部分まで注ぐのが基本。ワインを注

いでもらう時グラスは手に持たず、テーブルに置いたま

まにします。

３）ワインのおいしい飲み方 ワインにより異なりますが、

基本は最低３０分前には開栓しておくこと。温度帯も

ワインによりますが、白ワインは６～８℃、赤ワインは

１５～１８℃です。

【スワリング：グラスに注がれたワインを、ワイングラス

を回し酸素を取り込みまろやかに変化させること。】

残ったワインはボトル内の空気を抜くバキュバンを

使用して保管（一定温度で保存し一週間程度）。

バキュバンを使用しない場合は、最長で３日間程度。

４）お料理との相性 赤ワインはお肉、白ワインは魚介類と

昔から言われていますが、大きな基準ではそうなりま

す。但し、ソースなどにもより一概には言えません。

基本は、癖のある濃い料理（レアーなお肉）等にはフル

ボディーの赤ワイン。あっさりとした味付けの料理に

は、爽やかな白ワインを合わせると良い。チーズ、オリ

ーブオイル、バケットは基本どちらにも合います。

              【監修：ソムリエ 大鋸伸行】

ロータリーレートのお知らせ

２０１6 年９月は １㌦＝102 円になります。（8月と同じ）

地区大会開催要項

１０月２２日(土)･２３日(日) 高山市民文化会館

２２日(土) 中津川商工会議所出発8：30  

13：00 開会点鐘 本会議

16：40 基調講演

RI第2680地区パストガバナー久野 薫氏

18：00 閉会点鐘

※出席要請者・会長、会長エレクト、副会長、幹事、

副幹事、会場監督、各委員会委員長、新会員

※他、参加いただける方は事務局までお願いします。

２３日(日)        

9：00 開会点鍾 本会議

10：30 記念公演 博多の歴女 白
しら

駒
こま

妃
ひ

登
と

美
み

様

テーマ「日本人力の凄さ」

  12：30 閉会点鐘

クラブテーマ【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】クラブテーマ 【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】

～ワイン講座～

第３回「ワインの基礎知識」

春の叙勲 ～祝賀会～

◆ 瑞宝単光章 消防功労者  塚田 晃君  (元中津川市消防団副団長)
中津川市消防団員として、多年消防業務に貢献されたご功績により受賞されました

９月３日 中津川市健康福祉会館にて


