
創立1958．6.15  (No.266)          クラブテーマ 【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】

年頭のご挨拶          中津川ロータリークラブ会長  波多野一夫

新年あけましておめでとうございます。

第59期の新年家族会に多くのご出席を頂きまして誠にありがとうございます。

中津川ロータリークラブは今年60年の還暦を迎えます。

昨年７月７日、短冊に一年の無事を願いスタート致しました。≪７月１５日≫職業奉仕

「出前講座」を県立坂下高校で開催。≪１０月１３日≫東部広域水道施設中津川浄水場視察、

≪１１月１７・１８日≫姉妹クラブ三重ロータリークラブ歓迎例会には会員・ご家族の皆様に

お世話になり盛大に終える事が出来ました。本当にありがとうございました。

今年も事業のスタートは、ロータリーの原点である職業奉仕「出前講座」を１月２７日(金)
中津川市立坂本中学校で行います。

２月５日(日) 地域の伝統芸能“地歌舞伎”を身近に感じ体験してみよう！～親子で楽しむジカブキ体験講座～を東美濃ふれあい

センター歌舞伎ホールで開催致します。この事業は、将来、地域の担い手となる子ども達が地元の伝統芸能に触れること

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事を目的として、国際ロータリー第2630地区へ地区

補助金を申請し認定された事業です。多くの皆様の参加をお願い致します。

３月５日(日)東濃歌舞伎中津川保存会の吉例歌舞伎大会

が開催されます。移動例会ですので是非ご鑑賞下さい。

３月３０日(木)恒例の家族例会は、リニア駅のできる

名古屋へ花見に出かける企画を開催致します。多くのご家

族の方々の参加をお願い致します

新会員、光岡要次郎君の入会歓迎致します。会員の皆様

には今年、あと半期ご支援とご協力をお願い致します。

「誰かのために今できること」に感謝

２０１７年１月１９日 №2919～22 – 59 – 24～27

本日の例会プログラム

１．開 会 点 鐘

２．国 歌 斉 唱

３．ソ ン グ＝奉仕の理想

４．会長の時間

５．新会員入会式

６．１月度のお祝い

７．皆出席バッチの贈呈

８．出席報告、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告

９．閉 会 点 鐘

懇 親 会      司会  三宅正朗親睦副委員長

１．開 宴 挨 拶・・・・・・・・ 長野和夫親睦委員長

２．ご夫人・59期入会会員の紹介・・・酒井康孝幹事

３．乾 杯 発 声・・・・・・・・・鳴海伸明直前会長

４．長多喜 店主挨拶

５．アトラクション ビンゴゲーム

６．次年度会長挨拶 ・・・・・林 彰会長エレクト

７．手に手つないで

８．締めの挨拶・・・・・・・・・麦島寛也副会長

波多野会長 左前           波多野会長 中

三重扶輪社会長からの

記念品壺

し



この町のあの時  

十日市風景

上 新町交差点

昭和30 年頃

左 丹羽紙店上

       

提供：中津川商工会議所

（監修・選：鈴木 力）

光岡 要次郎君（みつおか ようじろう）

生年月日 1971年(昭和46年)7月9日

勤務先 光岡会計事務所

職業分類 会計士

推 薦 者 鳴海伸明君、田口清男君

後藤大作君

服部愛弘君ご夫妻 ・・・８日

吉村和子さん 〃 ・・２３日

原 満夫君 ・・・２９年  嶋崎兼之君 ・・・２１年

鳴海伸明君 ・・・１５年  麦島寛也君 ・・・１３年

小川剛弘君 ・・・１１年  桂川邦俊君 ・・・ ７年

安藤正樹君 ・・・ ３年  森塚孝彦君 ・・・・２年

小澤賢一君、坂巻裕史君・・・・・１年

1122 月月 2222 日日のの記記録録

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 37／69 53.62％
12/15補正出席率 42／69 60.87%
      会員総数 73名（出席免除者 4名）

単位 ポイント

１位 波多野一夫君 ９９    ６位 林 彰君 ３３.５

２位 麦島寛也君   ５２.５ ７位 可児 力君 ２９

３位 鳴海伸明君   ４０ ８位 塚田 晃君   ２６

４位 酒井康孝君   ３６ 〃 吉川義康君   ２６

５位 伊藤 昇君   ３５ １０位 丸山輝城君 ２５

  

★半期を振り返りましたが、本当にお世話になりました。

感謝の気持ちで一杯です。本日は例会運営副委員長、山本

亮君の卓話です。よろしくお願いします。

  会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★この程、当事務所に司法修習を終えた岩本千恵弁護士が加

わりました。岩本弁護士は中津川出身の気鋭な弁護士です。

どうぞよろしくお引き立てのほどお願い致します。本日の

卓話、勤めさせて頂きます。よろしくお願い致します。

                          例会運営副委員長・山本亮君

★≪記事掲載≫ 本日の卓話は山本亮君です。弁護士として

の面白い話が拝聴できます。不味い分村合併記事を掲載い

たしました。よろしく            伊藤 昇君

★山本亮君、卓話楽しみです。        原 満夫君

★波多野会長はじめ、役員の皆さん、半期大変ご苦労様でし

た。山本亮副委員長、本日の卓話宜しくお願いします。

                                   鳴海伸明君

★≪亮（アキラ）君の卓話、晃（アキラ）が拝聴≫本日の卓話、

山本亮君、静かに期待して拝聴します。    塚田 晃君

★本日の例会運営委員会の卓話、楽しみにしています。

山本副委員長、よろしくお願い致します。   吉川義康君

★山本先生の卓話楽しみにしています。     長野和夫君

★山本先生、卓話よろしくお願いします。楽しみにしていま

す。                   田口義也君

★山本さん、本日の卓話ご苦労様です。今日の卓話は大変

参考になります。勉強させていただきます。  鶴田 温君

★山本先生、専門の法律の卓話、よろしくお願いします。

齊藤 隆君

★山本亮君、卓話楽しみにしています。    後藤大作君

★ポリオプラスの御寄付ありがとうございました。申し訳あ

りませんが早退します。          吉村庸輔君

★早退します。1名

本日の申告41.5ポイント(累計800.5ポイント)

上期ニコボックス申告ベスト１０

出席報告

ニコボックス

皆出席表彰者

１月度のお祝い 結婚記念日

卓話者紹介

糸井川例会運営委員長

卓話「最近の法律雑話」

山本亮君

会報記事紹介

伊藤昇パスト会長



開 催：１２月２２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、鳴海伸明君、後藤大作君、

安藤正樹君、糸井川均君、長野和夫君、田口義也君、

吉川義康君、酒井康孝君。

1）12月･1月・2月の例会プログラムについて     ☆承認

2）プログラムの変更について           ☆承認

(職業奉仕担当2/23と会報発行担当3/16を入替)

2月23日＝会報発行委員会 会員卓話 大鋸伸行君

3月16日＝職業奉仕委員会 会員卓話 服部愛弘君

3）１月･2月度定例理事会日程について              

   1月26日(木)例会終了後 ２階会議室         

2月23日(木)例会終了後  〃         ☆承認

4）第３回ＩＤＭ開催について                                    

2月23日(木) 勝宗 18：30～       ☆承認

5）「三重扶輪社歓迎例会」決算について／国際交流委員会担当

11月17日(木) 三重扶輪社来日者 18名                  

  空港お迎え／昼食会(海賊)中津川RC22名(会員16夫人6)

  歓迎例会 ／パルティール18：30～

中津川RC66名 （会員53名、夫人12名）

  二次会  ／ワインリバー・じゅう兵衛

11月18日(金)

  朝食会  ／パルティール8：00～

中津川RC26名 (会員20、夫人6)

                         ☆承認

6）「年次総会・忘年会」決算について  ／親睦委員会担当

12月8日（木）「アニーホール」18：30～ 参加者47名

                         ☆承認

7）「中津川KABUKID’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会について

                  ／地域活動委員会担当

開催：2月5日(日) 「東美濃ふれあいセンター」

例会（会議室）                12：30～13：15

中津川KABUKID’Sプロジェクト 13：30～15：30

（歌舞伎ホール）

                    ☆承認

8）「規定審議会決定事項に関して定款変更」について

                                        ☆承認

9）「NPO法人国際ﾛｰﾀﾘｰ日本青年少年交換委員会が

多地区合同奉仕活動であることを承認する件」について

剱田廣喜ガバナー依頼          ☆承認

      

10）新年家族例会について

※役員・理事へビンゴ景品協力依頼。

※夫人花は会場に用意。         ☆承認

確認事項

・地区行事のｽｹｼﾞｭｰﾙ確認 ・事務局年末年始休暇確認

                                                                 

１２月度定例理事会開催報告

地域活動委員会事業

「中津川KABUKID’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会 案内

～親子で楽しむジカブキ体験講座～

地域の伝統芸能“地歌舞伎”を身近に感じ体験してみよう

開催：2月5日(日)

「東美濃ふれあいセンター」

① 例会（会議室） 12：30～13：15

（中津川RC会員）

食事、会長・委員長挨拶

② ジカブキ体験講座（歌舞伎ホール）13：30～15：30

（一般申込み児童とそのご家族））

・ビデオ鑑賞・ワークショップ開催

（化粧体験、役者体験、三味線体験、舞台稽古等）

～皆様のご参加お待ちしております～



ムム

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 40／69 57.97％
12/22 補正出席率 47／69 68.11%

会員総数７3名、出席免除者４名

他クラブ移動案内

土 岐＝ 1／30(月)は職場訪問例会、

「TOTO ｳｵｼｭﾚｯﾄﾃｸﾉ土岐工場」12：30～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝1／31(火)は移動例会

「オースタット国際ホテル」12：45～

     

１月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KABUKID’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会

例会 ：会議室     12：30～13：15
ジカブキ体験講座： 歌舞伎ホール

            13：30～15：30
９日＝普通例会     ／社会奉仕委員会担当

ハーバード大学大学院音楽研究科 民族音楽学専攻

博士課程 マイケル・クシェル氏  卓話

１６日＝特別休会                  

２３日＝普通例会 会員卓話  大鋸伸行君

             ／会報発行委員会担当

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 69／69 100.0％
12/29補正出席率 40／69 57.97%
          会員総数 73名（出席免除者 4名）

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 69／69 100.0％
1/5補正出席率 69／69 100.0%
      会員総数 73名（出席免除者4名）

       

１月２７日(金)＝中学校出前講座 坂本中学校13：30～
講師：前田雅生君、可児力君、鈴木康之君、中田智洋君、

前田僚之君、粥川正勝君、勝野安和君

           ／職業奉仕委員会担当

２月２３日(木)＝第３回 IDM 勝宗18：30～
／IDM委員会担当

３月３０日(木)＝家族例会 (詳細未定)  ／親睦委員会

(当初４月13日(木)予定が、変更になりました)

職業奉仕研修セミナー

２月５日(日)「名鉄グランドホテル」13：00～

次年度佐藤好哉理事、次年度後藤大作幹事参加

第２回東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議

２月２４日(金)「老鰻亭 魚関」17：00～

   波多野会長、酒井幹事、事務局参加

今後の例会予定

出席報告

◎下期の会費の口座振替は平成２９年２月１３日(月)
に変更になりましたので、よろしくお願い致します。

(当初１月１２日にて連絡いたしました)
          中津川ＲＣ幹事 酒井康孝

移動例会の為、カードメーキャップの方

荒井幹広君、村上幸博君、小倉忠雄君(中津川ｾﾝﾀｰRC)

出席報告

１１月月５５日日のの記記録録 消消防防出出初初式式参参加加

出席報告

１１月月１１００日日のの記記録録 十十日日市市参参加加

移動例会の為、

ｶｰﾄﾞﾒｰｷｬｯﾌﾟの方

堀 務君、丸山充信君、

郷原基幸君

(中津川ｾﾝﾀｰRC)

１１２２月月２２９９日日のの記記録録 ククララブブフフォォーーララムム

中津川ＲＣ委員会行事予定

地区・分区の行事予定

ビジター

ビジター


