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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２２日 №2918 – 59 – 23

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．食 事 と 交 歓
５．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
６．会長の時間
７．卓話 山本 亮例会運営副委員長卓話
テーマ「最近の法律雑話」／例会運営委員会担当
８．閉 会 点 鐘

この町のあの時

皇太子様来津(長多喜へ御宿泊)
昭和 32 年

今後の例会予定

１２月２９日＝クラブフォーラム
神戸館 11:30～
１月 ５日＝消防出初式に移動
文化会館 9:00
１２日→10 日(火)十日市に移動 西宮神社 9:00
１９日＝新年家族例会「長多喜」18：30 点鐘
２６日＝例会前に健康診断（11：30～）/職業奉仕
普通例会
／地域活動委員会担当
岐阜自慢ｼﾞｶﾌﾞｷﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会長
市川 尚樹氏卓話
※1 月度定例理事会 13：35～
２月２日 → ５日(日)へ移動／地域活動委員会担当
「中津川 KABUKI’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会
東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール

下町中津川橋 5 号台風の傷跡
提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

移動例会 １月５日(木) 中津川市消防出初式のご案内
中津川文化会館
8：45～ 一斉放水
9：00～ 式典・幼年消防ｸﾗﾌﾞ等の演技披露
正午頃～ 十六銀行前、分列行進

新年家族例会のご案内
１月 19 日(木) 長多喜
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～

会長の時間
波多野一夫会長
・士業について

他クラブ移動案内
瑞 浪＝ 1／ 6(金)は新年例会の為、
「日吉屋」18：00～
1／13(金)は瑞浪少年柔道大会助成に移動、
「瑞浪市民体育館」15 日(日)9：30～
恵 那＝ 1／10(火)は新年家族会に移動、
「旅館いち川」7 日(土)17：30～
1／17(火)は新春賀詞交換会に移動、
「恵那峡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ」11 日(水)16：00～
土 岐＝ 1／16(月)は新年互礼会に移動、
「竜庵」14 日(土)18：00～
中津川センター＝1／16(月)は新年家族例会の為、「勝宗」18：00～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝1／17(火)は新年例会の為、
「鉄板ｲﾀﾘｱﾝﾊﾞﾙ BORCO」18：30～

神坂村分村、中津川市合併

伊藤 昇

我がクラブが誕生をした頃、1957 年 3 月 18 日突然、神坂村村議会は経済や交通等の点で、中津川市
に越県合併を賛成 13 票、反対 1 票、棄権 1 票で可決をしました。嶋崎藤村は「信州の藤村」
「木曽の馬
籠」岐阜県には渡さないと蜂の巣を衝いた様になった。自治省は馬籠と峠の 2 部落を山口村へ合併し、
外の地域は中津川へ合併と裁定した為、益々紛糾してしまう。
衆議院投票を返上する、県村民税は滞納、村長選挙には 20 人も立候補、国民健康保険、自治会、
消防団、婦人会、青年団、有線放送、農協等凡て中津川市に加入してしまう。亦、馬籠の菩堤寺である
永昌寺から、湯舟沢の天徳寺へ位牌を移す者も出てしまった。
全村合併を祈一遂に 1958 年 9 月 23 日、賛成派は 700 人がデモ隊結成、村内に集まる。反対派も抵抗
を始めた。長野県警は機動隊 50 人を。松本、飯田両警察署で警官 5 ヶ小隊計 200 人態勢で警備に当る。
勿論ヘリコプターは飛び、報道関係の車も一斉に馬籠に集合したものです。
特に気の毒に思ったのは、小学校一年生に入学する生徒の内 15 人が姉や兄達の通っている神坂小学校
に越県入学をしてしまいました。山口村教育委員会は、長期欠席扱いとなってしまう。
あれから 60 年を迎えます。両部落の方々は村を二分割され、争った心境は今も心の底に残り、一抹の
侘しさを感じていることでしょう。

反対派

合併貫徹合同総決起大会(昭和 33 年 9 月 2 日) 2,000 人参加

文豪の里 分村合併
賛成派

昭和三十三年九月十一日
長野県神坂村
村 長
坂巻保太郎
村議会議長
原 仁三
合併対策委員長 島田千尋
他
一
同

吾々二千有余の純情なる村民は、
この土壇場に来てこの強力的権力と
圧力を前にして進みもならず退きも
ならず死を覚悟して切腹するもの
心境であります。
語り合っても筆を執っても切々た
る涙あるのみです。全国の皆さん座
り込みを敢行します。
正しいけれど弱い吾々の、せめて
もの精一杯の抗議であります。
同胞の故を以て手段を批判するこ
となく、深い御理解を与えられたい
と思います。
以上

決意

（全国の皆さんへと訴え、
国会議事堂前外で座り込み、
配ったビラの原文

越県合併完遂の目的の為、自作のﾌﾟﾗｶｰﾄﾞを
手に村内をデモ行進する合併賛成派の村民

「日付不詳 朝日新聞記事」
十五人が越県入学
長野県から神坂小へ
中津川市の小学校入学式は七日
午前九時三十分から市内八校で一
) 斉に開かれ、八百二十六人の児童
が新しく一年生となったが、とく
に越県合併で紛糾を続ける神坂地
区の神坂小学校には、地元二十九
人のほか、長野県側から十五人が
入学した。
ま新しい服を着て父兄に付き添
われた子供たちには、合併問題で
混乱する区内の暗いかげはなく、
みんな元気でニコニコ顔。岡庭神
坂小校長の「今日から幼稚園の園
長ではなく、みんなの校長先生で
すよ。仲良く勉強しましょう」と
の話を聞き、入学あいさつに〝結
んで開いて･
･
･
･
〟の歌を元気いっ
ぱいに歌った。
長野県側からの越県通学児童は
同県西筑摩郡山口村神坂小学校で
長欠児童となっており、これらの
学童は九十八人（一～六年）とな
っている。

前回の記録 ～１２月１５日～
出席報告

ニコボックス

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
12/8 補正出席率

42／69
52／69

～半期を終えて～
60.87％
75.36%

会員総数７3 名、出席免除者４名

★先日はアニーホールをご利用いただきありがとうございまし
た。いつもながら中津川 RC さんのパワーを感じます。カレン
ダーが少しあります。どこかに貼っていただければ幸いです。
中津川ｾﾝﾀｰ RC（アニーホール）佐古和也君
★年次総会は滞りなく終えることが出来ました。ご協力有難うご
ざいました。次年度の役員・理事の皆さん、60 周年に向けて頑
張りましょう。岡山県商工会連合会会長、卓話宜しくお願いし
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
★つたない卓話ですが、宜しく！！
岡山金平君
★岡山県商工会連合会会長、卓話、よろしくお願いします。
情報研修委員長・原 満夫君
★今日は岡山金平 PP の卓話、全国商工会連合会副会長として、
財界の動静等に付き、その優秀なご見識を拝聴させて頂きます。
伊藤 昇君
★≪岡山君の卓話を期待して≫ 久しぶりに例会に出席させてい
ただきます。よろしくお願いします。
三尾義彦君
★岡山パスト会長、前回の曲尺の卓話、大変興味深いものでした。
本日の卓話も期待しております。
丸山輝城君
★岡山パスト会長の卓話、拝聴させて頂きます。よろしくお願い
します。結婚記念日にきれいなお花をありがとうございました。
原 眞平君
★岡山岐阜県商工会連合会会長、本日の卓話宜しくお願いします。
可児 力君
★岡山様、全国から見た中津川の状況を知ることができればあり
がたいです。卓話楽しみにしています。 塚田 晃君、吉村敏博君
★岐阜県商工会連合会会長、日々公職ご苦労様です。本日の卓話、
ご苦労様です。
鳴海伸明君
★岡山岐阜県商工会連合会会長様、卓話よろしくお願い致します。
田口義也君
★本日の情報研修委員会の卓話、楽しみにしています。岐阜県商
工会連合会岡山会長、宜しくお願い致します。
吉川義康君
★2017～18 年度理事をご指名いただき、承認いただきました。
要領を得ず微力ながら頑張ります。よろしくお願い致します。
前野求重君
★結婚記念日にお祝いを頂き、有難うございました。松田周一君
★早退します。2 名
本日の申告 52 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 759 ﾎﾟｲﾝﾄ)
卓話者紹介
原満夫
情報･研修委員長

財団表彰
鳴海伸明君
間龍一郎君

波多野一夫会長

第 59 期のスタートは 7 月 7 日、
七夕の日、短冊に一年の無事を願う。
ＲＩ会長のテーマ「人類に奉仕するロー
タリー」と聞き、クラブテーマを
「誰かのために今できることを」とする。
ロータリーの原点である職業奉仕「出前講座」を 7 月
15 日県立坂下高校で行う。多くの皆様より励ましと激励
の言葉を頂き、緊張の中スタートする事が出来た。
斎木ガバナー補佐訪問例会では、おもてなしの心で、
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾘﾍﾞﾙﾀの琴と尺八の演奏を楽しんで頂いた。
8 月移動例会「中津川少年少女合唱団 15 周年記念コン
サート鑑賞」中津川少年少女合唱団は中津川 RC55 周年
記念事業で東日本大震災にて被災した石巻市を訪問、
メッ
セージや千羽鶴を持って被災された方々の心を癒された。
中津川警察署長の卓話 9 月 15 日、野口署長がピアノの
演奏が出来るとの事で例会場にピアノを用意し、
一曲演奏
して頂き、中津川の安心・安全について卓話を頂く。
私がカウンセラーを務めた、もと米山奨学生の卓話「価
値ある自分を作るために」には感動。自分の子供が大人に
なったような気がして感激。
中津川商工会議所 丸山輝城会頭の卓話「まちづくりに
挑んだ９年その真実」 中津川の発展の為にご尽力いただ
きして本当にありがとうございました。
「和の心を文化に」高山にて開催された地区大会 10 月
22・23 日、私は、大会決議を決める議長に指名されたが、
その会議で修正動議があり出席者全員がその修正動議の
内容に賛成可決致された。今までは、地区役員で決めてい
たことを各クラブに権限を委ねたものだと考える。
三重扶輪社歓迎の一連の事業は、
皆様のご協力で無事終
える事が出来ました。本当にありがとうございました。
岐阜県商工会連合会 岡山金平会長の卓話「小規模企業
の支援て何？」 私達の街・企業の事をわかりやすく解説
して頂いた。日本の中心でのご活躍を祈念致します。
新会員、土屋大二郎君・正野知義君・佐藤均君の入会を
歓迎致します。
今月 12 月 29 日で半期を終えることが出来ます。その
間、会員の皆様には大変お世話になりました。
「誰かのために今できること」に感謝

友愛の席

名 香 栗 松葉

栗きんとんを市田の干し柿で包んだ柿と栗
の風味を一度に楽しめる贅沢なお菓子です。

◎下期の会費の口座振替は平成２９年１月１２日(木)
になりますので、よろしくお願い致します。
卓話
岡山金平岐阜県商工会連合会会長

「小規模企業の支援て何？」

事務局 年末・年始休み
12／28(火)、30(金)～1／5(木) よろしくお願いします。
連絡先 66－9933（事務局番号にて携帯電話に転送になります）

