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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１２月８日 №2915.16 – 59 – 20.21

於：アニーホール

本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．国 家 斉 唱
３．ソ ン グ＝「奉仕の理想 」
４．新会員入会式
５．１２月のお祝い
６．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
７．会長の時間
８．クラブ年次総会
①２０１８～２０１９年度会長に関する件
②２０１７～２０１８年度役員・理事に関する件
③その他
９．会長エレクト挨拶
10．会長ノミニー挨拶
11．閉 会 点 鐘

１.
２.
３.
４.
５.

忘年会
開宴挨拶
長野和夫親睦委員長
乾杯発声
可児 力パスト会長
懇 親 会
ソ ン グ ＝「手に手つないで」
閉宴の言葉
麦島寛也副会長

この町のあの時

東太田町「酒店」 明治末期

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

「感謝」
（三重扶輪社からのお土産ＣＡＰを着用！）

今後の例会予定

１２月１５日＝普通例会
岐阜県商工会連合会長 岡山金平氏卓話
／情報・研修委員会担当
２２日＝普通例会
山本 亮例会運営副委員長卓話
／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」にて 11：30～
１月 ５日＝消防出初式に移動
「中津川文化会館」にて 9：00 点鐘
１２日＝１０日(火)十日市に移動 「西宮神社」にて 9：00 点鐘
１９日＝新年家族例会
「長多喜」にて 18：30 点鐘
２６日＝例会前に健康診断 （11：30～12：20）
／職業奉仕担当
普通例会 岐阜自慢ジカブキプロジェクト会長 市川 尚樹氏卓話
※1 月度定例理事会 13：35～
／地域活動委員会担当

～ご入会おめでとうございます～
新会員のプロフィール

佐藤 均君
（さとう ひとし）

職業分類
勤務先
生年月日
趣 味
推薦者

冠婚葬祭
東濃冠婚葬祭(株)

1947 年(昭和 22 年)5 月 12 日 (69 歳)
ゴルフ、登山、絵画、写真
市川 博君、原 満夫君、 杉本 潤君

１２月度のお祝い 結婚記念日
加藤幸平君

ご夫妻 ・・・・・・・１日

鈴村正樹君
太田 聡君

〃
〃

・・・・・・・３日
・・・・・・・３日

麦島寛也君
鶴田 温君

〃
〃

・・・・・・・８日
・・・・・・１０日

原 眞平君
松田周一君

〃
〃

・・・・・・１１日
・・・・・・１４日

★三重ＲＣの歓迎式典には多くの会員の皆様、並びにご夫
人にご出席いただきまして、誠に有難うございました。
おかげ様で予定通りのおもてなしができたものと御礼
申し上げます。また、13 日の中津川四クラブ親睦ゴル
フコンペにはまぐれで優勝してしまいました。どちらも
一生に一度の経験をさせていただきました事に感謝申
し上げます。
国際交流委員長・吉川義康君
★伊藤パスト会長、吉村庸輔さん、卓話よろしくお願いし
ます。先週の三重 RC 訪問例会、国際交流委員会の皆様、
また、各担当の皆様、ありがとうございました。
結婚記念日のお花をいただきありがとうございました。
田口義也君
★中津川四クラブゴルフは残念ながらエージシートは、
できませんでしたが、ベストグロスでした。更に精進を
致します。
丸山輝城君
★商工会議所、杉本会頭、勝野・鳴海・齊藤副会頭、就任
期待いたしています。ご苦労様です。
塚田 晃君
★12 月 11 日に歌舞伎ホールにて、東濃歌舞伎に出演致し
ます。私と山本亮さんで大名をやりますので見に来て下
さい。日本の文化を継承できる事に感謝。波多野一夫君
★結婚記念日にきれいなお花をありがとうございました。
武川典靖君
★早退します。3 名
本日の申告 36.5 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 668 ﾎﾟｲﾝﾄ)
１１月２４日スナップ

前々回の記録 ～１１月２４日～
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
11/17 補正出席率

38／68
65／68

55.88％
95.58%

財団表彰
原 満夫君
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ 4,000 ㌦

勝野安和君
ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ 1,000 ㌦

会員総数７２名、出席免除者４名

ニコボックス
★三重扶輪社歓迎例会、ご協力ありがとうございました。何存
發会長より感謝のお手紙をいただいております。本日の財団
担当委員会の卓話、しっかり勉強させていただきます。
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★今日はロータリー財団担当例会です。よろしくお願いしま
す。
財団担当委員長・吉村庸輔君、副委員長・鶴田温君
★≪三重 RC 訪問団接待多謝≫ 吉川国際委員長外、委員各位
には三重 RC 訪問団の歓迎接待に大変ご苦労様でした。
本日の例会卓話、吉村庸輔財団委員長、よろしく。
財団委員・伊藤昇君
★本日の卓話、伊藤パスト会長、吉村財団委員長よろしくお願
いします。
鈴木力君、齊藤隆君
★伊藤昇パスト会長、吉村庸輔財団担当委員長、本日の卓話よ
ろしくお願い致します。結婚記念日のお花、ありがとうござ
いました。
勝野安和君

財団委員会による卓話

吉村庸輔財団担当委員長、伊藤昇ＰＰ、 鶴田温副委員長
「ポリオ撲滅寄付金募金箱にて」
27,540 円…270 ㌦（$＝102 円）
中津川 RC よりﾛｰﾀﾘｰ財団へポリオ
撲滅寄付金を送金致しました。
ご協力ありがとうございました！

6）
「中津川 KABUKI’S プロジェクト」移動例会について
／地域活動委員会担当
開 催：11 月 24 日(木)13：35～「商工会議所２階会議室」
～親子で楽しむ歌舞伎体験ワークショップ～
出席者: 波多野一夫君、麦島寛也君、可児 力君、鳴海伸明君、
後藤大作君、安藤正樹君、長野和夫君、田口義也君、
志津竜良君、佐藤好哉君、酒井康孝君。
開催：２月５日(日)「東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール」
議題
14：00～16：00
1）12 月・1 月・2 月例会プログラムについて ／例会運営
対象：市内の子供とそのご家族 100 名
主催：中津川ロータリークラブ
☆承認
１１月度定例理事会報告

2）12 月･1 月度定例理事会日程について ／幹事
3）
「新年家族例会」について
開催:1 月 19 日(木)「長多喜」にて 18:30 点鐘
出席予定者 会員・夫人・事務局／計 74 名

☆承認

／親睦
☆承認

4）
「健康診断」について

／職業奉仕委員会

① 検査日 1 月 26 日(木)11：30～12：20 例会前に実施
② 診断卓話 2 月 23 日(木) 奉仕会員名 服部愛弘医師
☆承認
5）
「出前講座」について
／職業奉仕委員会
開催：1 月 27 日(金)「中津川市立坂本中学校」
中学１年生 70 名対象
１時限目
13：30～14：20
２時限目
14：30～15：20
※各職種の講師は、同一内容にて二時限を担当します。
業種

会社

講義内容

講師

商業

ヤマツ食品

お菓子の魅力

前田雅生

工業

ＹＫＰ工業

車部品の製造

可児 力

建設

美濃建設

建設と重機

鈴木康之

農業

サラダコスモ

日本の農業と食糧

中田智洋

飲食

神 戸 館

素材と味

前田僚之

旅行業

中津川旅行ｾﾝﾀｰ

旅行の提案と楽しみ

粥川正勝

美容

ひかりや

化粧の力

勝野安和

☆承認

共催：東濃歌舞伎中津川保存会、岐阜自慢ジカブキプロジェクト
趣旨：岐阜の宝物である地歌舞伎に触れることで郷土に対す
る誇りと愛着を育て地域社会の発展に寄与する。また、
地域伝統文化を保存継承していくための一助とする。
概要：市内の保育園児とそのご家族を中心に、申し込み参加
者に歌舞伎の役者、裏方などの体験をしていただく。
☆承認
7）
「2017～18 年度役員・理事」について／役員理事指名委員会
会長

林 彰君

理事

安藤正樹君

会長ｴﾚｸﾄ
直前会長

田口義也君
波多野一夫君

理事
理事

市岡孝之君
桂川邦俊君

幹事
副会長

後藤大作君
鶴田 温君

理事
理事

可児 力君
佐藤好哉君

会場監督
副幹事

塚田 晃君
志津竜良君

理事
理事

前野求重君
三宅正朗君

☆承認
8) ポリオプラス寄付(財団)協力依頼ついて
11 月 24 日例会場にて募金箱にて 27,540 円集まりました
$＝102 円･･･270 ㌦ロータリー財団へ送金。
☆承認
報告事項
1） 三重扶輪社・中津川ＲＣ打合せ会の報告 /後藤副幹事
11 月 17 日(木)プラザホテル栄 16：30～(歓迎例会前)
・2017～18 年の方針確認 (本調印は台湾にて行う)
・三重扶輪社 55 周年記念式典 2017 年 7 月 20 日(木)
・中津川 RC60 周年記念式典
2018 年 4 月 12 日(木)
2）新入会員について
光岡要次郎君（みつおかようじろう）光岡会計事務所
推薦者：
鳴海伸明君、田口清男君、後藤大作君
職業分類： 会計士
2017 年１月入会予定

前回の記録 ～１２月４日～
～感謝の手紙～

六斎市に参加
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
11/24 補正出席率

68／68
58／68

100.0％
85.29%

会員総数７２名、出席免除者４名

ビジター
移動例会の為、カードメーキャップの方
小木曽孝司君、堀 務君、丸山充信君、勝野正彦君、
鷹見憲三君 (中津川センターRC)

三重扶輪社 2016-17 社長
何存發
親愛なる波多野会長 様
先日の皆様方のとても温かいご歓待に感謝いたしま
す。そして、私たちは素晴らしいお料理をご馳走にな
り、一緒に楽しく歌を唄い、お話しをして遠方での友
情と愛に対して私達は心から感謝をしております。
さらに、中津川ロータリークラブの友人と祝福しあ
い,皆が健康で幸せになれて、とても嬉く思います。
楽しい日本の旅を私達は一生忘れません。そして、
日本の景色は美しく、日本の友人の優しい思いやりの
心はより美しく、皆様方に感謝申し上げます。
また、私達は加藤幸平様と再度お会いすることがで
きて、私達は感謝、感動いたしました。加藤様の数十
年前のご努力があって、今日の２クラブの深い友情が
でき、そして私達に関心と愛と友情を与えてくださる
日本の友人ができたことに感謝いたします。 加藤様は
ご高齢にもかかわらず、依然として私達に関心を寄せ
られ、わざわざ私達に会いに会場に来られたことにと
ても感動しております。
すぐ、また皆さまとお会いできることを私達は望ん
でいます。中津川ロータリークラブの友人とご家族の
ご健康とご多幸をお祈りします。
2016.11.22

～ワイン講座～

第９回「ドイツワインの特徴①」
ドイツのブドウ栽培地域は世界のブドウ栽培地でも最北限
に位置している。生産されるワインの構成比は、白ワイン
57％、赤ワイン 33％、ロゼワイン 10％となっている。
ワイン造りの歴史は大変古く、紀元前 100 年ごろ古代ロー
マ人がドイツ一帯を征服し、自生していたブドウを原料にワ
インを造ったのが始まりといわれている。しかし、歴史的に
は決して順調ではなかった。4～6 世紀には、東洋系のフン族
の北方地域への侵入を受けたゲルマン民族は、追われるよう
に南西部へと大移動を始めた。その際、ブドウ樹は引抜かれ、
畑は荒廃した。この民族大移動により西ローマ帝国の滅亡と
共に、ワイン史上暗黒といわれる 350 年間の時代を迎える。
8～9 世紀に西ヨーロッパを征服したカール(シャルルマー
ニュ)大帝は、ブドウ畑を立て直し、普及を図った。教会、修
道院、一般農家にブドウ栽培を伝授したのである。これによ
り再びワイン造りは発展、品質も向上した。
1130 年ごろにはラインガウ地方にヨハネスベルグ修道院、ク
ロスター・エールバッハ修道院が設立され、これらの修道院
を拠点にブドウ栽培、ワイン造りが行われ広められていった。
【監修：ソムリエ 大鋸伸行「ワインの基より」
】

新年家族例会のご案内
１月 19 日(木)

長多喜

親睦委員長 長野和夫

18 時 30 分点鐘

～ご家族の皆様、多数のご参加
お待ち致しております～

ロータリーレートのお知 らせ
２０１6 年12 月は １㌦＝106 円になります（11 月は 102 円）
他クラブ移動案内
中津川ｾﾝﾀｰ＝12／12(月)は夜間例会「拡大ＩＤＭ」
「更科」にて 18：30～
恵
那＝12／20(火)は忘年夜間例会
「倶楽部いち川」19：00～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝12／20(火)は移動例会
「オースタット国際ホテル」12：45～

