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１１月２４日＝普通例会 財団委員会による卓話

／財団担当委員会担当

※１１月度定例理事会 13：35～

１２月  １日→４日(日) 六斎市に移動 本町9：00～

８日＝年次総会・忘年会 アニーホール18:30～

             会長／親睦委員会担当

１５日＝普通例会 岡山金平パスト会長卓話

                  ／情報・研修委員会担当

２２日＝普通例会 卓話 ／例会運営委員会担当

※１２月度定例理事会 13：35～

２９日＝クラブフォーラム 神戸館 11：30～

11月12日(土)＝ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）

セラトピア土岐 14：30～

中津川商工会議所13：15出発

11月13日(日)＝中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ

ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ｺﾞﾙﾌ倶楽部8:00～

この町のあの時  にぎわいプラザ(旧ダイエービル)

まちをＰＲする巨大イラスト          2016.11

「ＪＩＫＡＢＵＫＩ 地歌舞伎のまち中津川

見得を切る！! 風を切る！!」 提供：波多野一夫会長

２０１６年１１月１０日 №2912 – 59 – 17

今後の例会予定

会長の時間    

波多野一夫会長
         

・国際交流

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．国 家 斉 唱

３．ソ ン グ ＝ ｢ 我らの生業 ｣

４．ゲスト、ビジターの紹介

５．11月のお祝い

６．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）

７．食事と交歓

８．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告

９．会長の時間

10．卓話 吉川義康国際交流委員長／国際交流委員会

「12回の国際姉妹クラブ調印式」

「11月17日の三重RC歓迎会の案内」

11．閉 会 点 鐘

地区行事予定

安藤正樹君ご夫妻・・・・１日

武川典靖君  〃・・・・７日  

勝野安和君 〃・・・１２日

森塚孝彦君    〃・・・１５日

田口義也君  〃・・・２０日

佐藤好哉君  〃・・・２５日

塚田 晃君  〃・・・２８日

勝 峰雄君 〃・・・２９日

市川 誠君  〃・・・３０日

１１月のお祝い 結婚記念日



～～１１００月月２２７７日日のの記記録録～～

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 40／68 58.82％
10/20 補正出席率 68／68 100.0%

会員総数７２名、出席免除者４名

★丸山会頭、長年に亘るまちづくり、ありがとうございまし

た。地区大会に参加くださった皆さん、お疲れ様でした。

会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★卓話の機会を頂き、感謝致します。     丸山輝城君

★丸山会頭、卓話よろしくお願いします。

情報・研修委員長、原 満夫君

★≪卓話に期待≫ 今日の卓話は丸山パスト会長、持前の旨

い話術でその根底を衝く面白さ、静かに拝聴いたします。

伊藤 昇君

★丸山会頭、三尾副会頭、原副会頭、長い間ご苦労様でした。

杉本新会頭、勝野新副会頭、鳴海新副会頭、齊藤新副会頭、

中津川商工業発展にご尽力下さい。全員当クラブのメンバ

ーで誇りに思います。頑張って下さい。   松田周一君

★丸山会頭の卓話、謹んで拝聴させていただきます。

原 眞平君

★丸山会頭の卓話、拝聴します。       鈴木 力君

★中津川商工会議所 丸山会頭の9年間のお仕事、本当にお

疲れ様でした。本日の卓話よろしくお願い致します。

吉川義康君

★丸山会頭の卓話、拝聴します。       塚田 晃君

★丸山会頭、本日卓話ありがとございます。残念ながら出張

のため、拝聴する事が出来ず残念です。録音させていただ

き、１１月からの活動に生かさせて頂きます。鳴海伸明君

★丸山会頭、本日の卓話よろしくお願いします。

杉本 潤君、勝野安和君、鳴海伸明君、齊藤 隆君

★本日の卓話、丸山会頭宜しくお願いします。9 年間お疲れ

様でした。                       田口義也君

★丸山様、卓話を楽しみに聞かせて頂きます。限られた時間

での卓話で残念ですが申し訳ありません。

前野求重君、佐藤好哉君

★丸山会頭、本日の卓話拝聴致します。    桂川邦俊君

★丸山会頭、卓話を楽しみにしております。

               後藤大作君、三尾泰一郎君、山本 亮君

★波多野会長、ご就任おめでとうございます。丸山会頭卓話

楽しみにしています。           中田智洋君

★子供が結婚しました。クラブの皆様よりお祝いを頂きあり

がとうございます。           波多野一夫君

本日の申告76 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計508 ﾎﾟｲﾝﾄ)

ゲスト

出席報告

中津川商工会議所会頭 丸山輝城氏

中津川商工会議所 丸山輝城会頭
「まちづくりに挑んだ9年 その真実!!」     

   

波多野会長 ご子息結婚のお祝い
ニコボックス

地区Ｒ財団研修セミナー出席

開 催：10月29日(土) じゅうろくプラザ12：00～

出席者：林彰会長ｴﾚｸﾄ、後藤大作副幹事、

吉村庸輔財団委員長                       

１０月２７日スナップ
ニコボックス

１０月度定例理事会報告

ニコボックス
開 催：10月27日(木)13：35～「商工会議所２階会議室」

出席者: 波多野一夫君、可児 力君、林 彰君、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、酒井康孝君。

議題

1）11月・12月例会プログラムについて／例会運営 ☆承認

2）11月･12月度定例理事会について       ／幹事

  11月24日(木)例会終了後 2F小会議室

12月22日(木)例会終了後 2F小会議室     ☆承認

3）３月・４月のプログラム変更について ／例会運営委員会

現在の予定

日にち 例会 担当

３/３０ 4/2(日)六斎市へ移動 ―

４/６ 普通例会 波多野会長

４/１３ 家族例会に移動 親睦

変更後の予定

日にち 例会 担当

３/３０ 家族例会に移動 親睦

４/６ 4/2(日)六斎市へ移動 ―

４/１３ 普通例会 波多野会長

                      ☆承認

4）「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問3ＲＣ合同例会」決算について ／親睦

開催：９月２６日（月）「パルティールＡＩ(アイ)」

参加者：中津川RC48名・中津川ｾﾝﾀｰ RC38名・恵那RC18名

ｶﾞﾊﾞﾅｰ、地区幹事、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐帯同者

                     合計104名

                       ☆承認

  

   

メーキャップ 丸山輝城君、鳴海伸明君、塚田 晃君、

市岡孝之君、後藤大作君、桂川邦俊君

(中津川センターRC)

卓話者紹介 原情報･研修委員長

勝野副会場監督



8）2016～17年度会長ノミニーについて ／役員指名委員会

役員指名委員長 岡山金平君より 田口義也君を選任。

  田口義也君（1954年7月7日生まれ）

ﾛｰﾀﾘｰ歴： 2002年7月入会 (在籍14年3ヶ月)
        2006年～07年度  理事（会報発行）

2007年～08年度  副幹事

        2008年～09年度  幹事

2010年～11年度  理事（会員奉仕）

2012年～13年度  理事（社会奉仕）

2013年～14年度  理事（特命担当）

2015年～16年度  理事（国際奉仕）

2 016年～17年度 理事（職業奉仕）

☆承認

9）「第２回清流木曽川 中津川リレーマラソン大会」

実行委員就任のお願いについて      ☆承認

報告事項

１）ＣＬＰ戦略委員会開催報告

２）地区大会「地区決議会」開催報告

３）「市内deオリンピック」開催報告

４）新入会員について                              

   正野知義君  東海東京証券(株)10月20日入会  

佐藤 均君  東濃冠婚葬祭(株)12月 8日入会  

確認事項

行事日程確認

5）「環境視察訪問 移動例会/東部広域水道事務所中津川浄水場」

決算について ／地域問題特別委員会

開催：１０月１３日(木) 参加者：23名(昼食・くるまや)

                      ☆承認

6）「三重扶輪社歓迎例会」について ／国際交流委員会担当

開催：１１月１７日(木)・１８日(金) ２０名来日                           

  空港出迎え 中津川駅 9：15発

歓迎例会  パルティールプラス(駒場)  18：30～

歓迎懇親会 パルティールＡＩ(駒場：新館)19：00～

二次会   ワインリバー・じゅう兵衛  21：00～

１８日(金) 朝食会パルティールＡＩ   8：00～    

                                                ☆承認

7）「年次総会・忘年会」予算について  ／親睦委員会担当

開催：12月8日(木)「アニーホール」18：30～

                      ☆承認

伊藤昇パスト会長 98 歳を祝う会 10月30日(木)長多喜 ～パスト会長会主催～

1918年(大正7年)10月31日生まれ

ﾛｰﾀﾘｰ歴：

1958年6月15日入会（ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ）

1963~64年  中津川RC幹事

1974~75年   〃  副会長

1975~76年   〃  会長

1986~87年  第3分区代理

2012年10月 地区大会・RI表彰

～在籍50年表彰～
            



友愛の席  久里柿   松月堂

信州市田の干柿で栗きんとんを

包み込みました。ジューシーな柿と

栗のハーモニーがお楽しみ頂けます。

イタリアは地中海に張り出す半島といくつかの島々か

ら構成されており、南北は約1000kmに及ぶ。ワイン生産

量はフランスと世界１，２位を争う生産大国である。

ワイン造りの歴史はヨーロッパの中でも古く、古代ロ

ーマ人にワイン造りを教えた古代ギリシャ人から「エノ

トリア・テルス」(ワインを造る大地)と呼ばれ羨ましが

られたほどブドウ栽培にとって適した環境であった。

紀元前３～４世紀には南イタリアでワイン造りが盛ん

となり地中海沿岸全域に輸出されるようになった。その

後、勢力を伸ばしたローマ帝国は占領軍の兵士達がブド

ウの苗木をゲルマニア(ドイツ)、ガリア(フランス)、ヒ

スパニア(スペイン)に運びブドウを栽培しワインを造っ

た。これら３カ国のワイン造りの基礎はイタリアからも

たらされた。

イタリアワインの特徴は２つ挙げられる。

①イタリア２０州、全ての州でワイン造りが行われてい

る。かなり北に位置しているが、北からの風はアルプ

スに遮られ、南からアフリカの砂漠で温められた風が

吹くので緯度のわりには全国的に温暖である。

②使用されるブドウ品種が 400 種類を超えている。イタ

リアは南北に長く、気候・風土・土壌は大きく異なる。

加えてワイン造りの歴史は長い。当然栽培される品種も

多種多様である。

【監修：ソムリエ 大鋸伸行「ワインの基より」】

            他クラブ移動案内

土  岐＝11／14(月)は岐阜東濃ｸﾞﾙｰﾌﾟ IMへ移動

     「セラトピア土岐」12日(土)１4：30～
瑞  浪＝11／18(金)松野湖清掃へ移動

    「松野湖」20日(日)9：30～
恵  那＝11／22(火)は家族親睦会へ移動

     「三保の松原・焼津」19日(土)７：15～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝11／22(火)は移動例会

        「オースタット国際ホテル」12：45～
多治見西＝11／24(木)は移動例会

     「多治見モザイクミュージアム」11：00～

       

～ワイン講座～

第７回「イタリアワインの特徴①」

中津川商工会議所 新体制で新たな船出！！

                                

任期:平成28年11月1日～平成31年10月31日

会 頭  杉本 潤   専務理事 成瀬博明
副会頭  勝野安和   常務理事 鷹見直基
〃   鳴海伸明
〃   齊藤 隆

丸山輝城前会頭 ･･･ 名誉会頭
三尾義彦前副会頭･･･ 相談役
原 満夫前副会頭･･･ 相談役

                    

10月28日 ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部にて

～春の褒章～ 藍綬褒章受章 感謝の会

◆藍綬褒章  産業振興功績  杉本 潤君
         (中津川商工会議所副会頭)

中津川商工会議所で常議員を経て、2007年から副会頭。

工業部会や環境医療部会を担当し地域活性化に貢献された。


