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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１０月２０日 №2910 – 59 – 15

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．新会員入会式
５．食 事 と 交 歓
６．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告
７．会 長 の 時 間
８．卓話(健康体操) 後藤沙矢香様 職業奉仕委員会担当
「健康体操～生き生きと毎日を過ごすために!!」
９．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

１０月２７日＝普通例会
／情報・研修委員会担当
中津川商工会議所会頭 丸山輝城様
「まちづくりに挑んだ９年 その真実」
※１０月度定例理事会 13：35～
１１月３日＝法定休日
１０日＝普通例会 吉川義康国際交流委員長卓話
／国際交流委員会担当
１７日＝三重扶輪社歓迎例会／国際交流委員会担当
空港出迎え 中津川駅 9：15 出発
歓迎例会 パルティールプラス･AI(駒場)18：30～
18 日(金) 朝食会 パルティールＡＩ 8：00～
２４日＝普通例会 財団委員会による卓話 ／財団委員会
※１１月度定例理事会 13：35～

ゲスト紹介

後藤 沙矢香 様(ごとうさやか)

略 歴
・８歳から９年間器械体操を習う。
・トライデントスポーツ健康医療専門学校で
トレーニングや健康管理について学ぶ。
・その後、スポーツクラブでインストラクターとして
マシントレーニングの指導やダンス、ストレッチ等
のスタジオレッスンを担当する。

会長の時間
波多野一夫会長
・安全安心について
・健康について

この町のあの時

北恵那鉄道 中津町駅

地区行事予定

10 月22 日(土)･23 日(日)＝地区大会 高山市民文化会館
13：00～（中津川 8：30 出発）
10 月 29 日(土)＝地区Ｒ財団研修セミナー
じゅうろくプラザ 12：00～
林会長ｴﾚｸﾄ、後藤副幹事、吉村財団委員長参加

11 月 12 日(土)＝ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）
セラトピア土岐 14：30～
11 月 13 日(日) 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 8:00～

提供：伊藤 昇君

～ご入会おめでとうございます～

米山功労クラブ感謝状

新会員のプロフィール

正野 知義君（しょうの ともよし）
1972 年(昭和47 年)10 月9 日
東海東京証券(株)
証券業
鈴村正樹君、勝野安和君、
田口義也君

生年月日
勤務先
職業分類
推薦者

ロータリー歴

2016 年 6 月～9 月まで
仙台東ロータリークラブ在籍
第 27 回米山功労クラブ(100 万円毎) 2016 年 9 月
中津川 RC 特別寄付金(個人+ｸﾗﾌﾞ)合計額 27,663,600 円

～１０月１３日の記録～
東部広域水道事務所 中津川浄水場視察
出席報告
ビジター

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
10/6 補正出席率

23／68
68／68

昼食～くるまや～

41.18％
70.59%

会員総数７２名、出席免除者４名

青山貫禅君（恵那 RC）
、丸山充信君、淺井達夫君、
郷原基幸君、堀 正勝君、
（中津川ｾﾝﾀｰ RC）

挨拶
波多野会長

事業説明
佐藤地域問題特別委員長

施設説明
東部広域水道事務所中津川浄水場 技術課 鬼頭課長

中津川中央管理室

岐阜東部上水道用水供給事業の概要

岐阜東部上水道用水供給事業は、岐阜県
東部地域 7 市 4 町に対して上水道用水を絶え間なく供給しています。日本を代表する木
曽川と飛騨川の清流から水を取り入れ、受水市町約 50 万人の皆さんに、いつでも
安心して飲んでいただけるように、それぞれの浄水場で 24 時間連続監視しています。

臨時紙上理事会開催報告
ニコボックス
①
１０月４日
議題：
「中津川市市内 de ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ事業」に金 1 万円協賛する件
☆１０月１２日 書面にて１４名全員承認

② １０月７日
議題：職務代理者の変更の件
東海東京証券(株) 正野知義君入会
☆１０月１７日 書面にて１４名全員承認

ＣＬＰ戦略委員会開催報告
開 催：10 月 13 日(木) チャイニーズ勝宗 18：30～
出席者：波多野会長、麦島副会長、酒井幹事、
可児会場監督、鳴海直前会長、
林会長エレクト、後藤副幹事

～三重扶輪社歓迎例会 案内～
１１月１７日(木)～１８日(金) ２１名来日
（訪問団 中部国際空港セントレア 11：45 着）
・空港出迎え 中津川駅 9：15 発
・歓迎昼食会 「海鮮」
（常滑）13：10～
・歓迎例会
パルティールプラス 18：30～
・ 〃懇親会 パルティールＡＩ
19：00～
・二次会
ﾜｲﾝﾘﾊﾞｰ・じゅう兵衛 21：00～
（18 日）朝食会 パルティールＡＩ
8：00～
会員の皆様、ご夫人様
多数のご参加よろしくお願いします

2016～17 年東濃グループ

ＩＭ（インターシティーミーティング）案内
ホスト：土岐 RC

～ワイン講座～

第５回「フランスワインの特徴②」
１９世紀後半に、フランスワインにとって存続すら危ぶ
まれる３つの病気によってブドウ畑が大きな被害を受け、
ワイン生産量が半減した。
このような中、不正ワインが製造され、消費者の信用を
失い、価格が暴落し、社会問題へと発展した。対応策とし
てフランス初の「ワイン法」が 1889 年に制定された。1919
年には、原産地呼称が定められ、1935 年にはより厳密な法
律が制定され、原産地の区画、ブドウ品種、収量、アルコ
ール度などが規定された。この法律は、品質の低下や不正
防止に役立ち、高品質な原産地の特徴を持ったワインを供
給できることになった。
特に第２次世界大戦以降は、フランスワインは世界的に
高い評価を受けるようになり、ボルドー地方、ブルゴーニ
ュ地方は、世界中のワイン生産地の模範となる生産地とな
った。
「ワインの女王と王様」
フランスでは、ボルドーを「ワインの女王」
、ブルゴー
ニュを「ワインの王様」と呼ぶ。日本人からすれば、渋味
の強い長期熟成を要するボルドーが王様では？と思われる
かもしれないが、長期熟成を経て調和したボルドーワイン
は、エレガントでワインの女王の名にふさわしい香味特性
になる。 【監修：ソムリエ 大鋸伸行 ｢ワインの基｣より】

１１月１２日(土) セラトピア土岐
中津川商工会議所 13：15 出発
本会議
14：30～
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
直前ＡＧ（鈴木捷也氏）へ記念品贈呈
懇親会

16：50～17：50

アトラクション：
「ダチ・ベンチャーズやっとかめ」

☆出席要請者：役員、理事、委員長、新会員です。
☆他、参加ご希望の方は
事務局までご連絡お願いします

友愛の席

つばもち 御菓子所しん

もっちりこし餡に刻み栗を入れ、きんつば
のように六面やきあげましたお菓子です

他クラブ移動案内
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝10／25(火)は移動例会
「オースタット国際ホテル」12：45～
中津川センター＝10／31(月)は「ふるさと芸能文化発表会」
「東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール」
10：00～

カメラを片手に徘徊

伊藤 昇

一時カメラに没頭熱中し、自分の手腕を顧りみず「ライカ M3」を手にするや、暇をよく見つけ近所を撮りまくり
ました。考えれば４０年程前の町中は如何んな風だったか、実に落ち着いた宿場町の風情が残る人情豊かな町でした。
あまり都会に遠くもなくて、買物も適当に求め易く店の者との話し合いも対面販売により、気易く家庭の話題や近況
等を喋りながら盛り上りが見えた。
然し現今はどうか、大型店スーパーでなんでもそろうし、必要なものだけ買ってお金を支払い、唯々黙々として帰
るのみ、一言の会話の必要はない。この様な状態では相互扶助や、社会活動もできず喜怒哀楽なんて生じません。
原稿を書き終わり床に着くと、NHK ラジオ深夜便で「ちあきなおみ」が唄う「矢切の渡し」や「紅とんぼ」の唄
が流れていた。当時を想い出して感無量。

興風館・演武場（現公民館）

元郡役所（現公民館）

元中津川市役所 （現えびす公園）

駅正面

駅前派出所と観光案内所

中津川駅

駅前通り 東側

駅前東側 栄町通り

駅前通り 西側

東太田町通り ３階建て 木曽屋

