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クラブテーマ 【 誰 か の た め に 今 で き る こ と を 】
２０１７年２月９日 №2924.25 – 59 – 29.30

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．ゲスト、ビジターの紹介
５．２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
／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
11．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

２月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
※２月度定例理事会 13：35～
３月２日→５日(日)に移動 東濃歌舞伎鑑賞例会
／地域活動委員会担当
「東美濃ふれあいｾﾝﾀｰ」12：30 点鐘
９日→６日(月)中津川センターRC 合同例会に移動
「パルティール」18：00～／親睦委員会担当
齋木寛治ｶﾞﾊﾞﾅｰ補訪問例会 ﾎｽﾄ：中津川CRC
１６日＝普通例会 会員卓話
服部愛弘君
／職業奉仕委員会担当
２３日＝普通例会
／会員増強委員会担当
伊賀流忍者 あしゅら 渡邉未央様卓話
※３月度定例理事会 13：35～
※次年度ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 長多喜 18：00～
３０日＝春の家族例会 ／親睦委員会・職業奉仕担当
「ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ美術館＆ｻﾞ･ﾅﾝｻﾞﾝﾊｳｽ夕食会
＆鶴舞公園夜桜観賞」 14：00 出発
中津川ＲＣ委員会行事予定
２月２３日(木)＝第３回 IDM 勝宗 18：30～／IDM 委員会

ゲスト紹介

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
米国カリフォルニア州出身。２９歳
(現在名古屋市在住)
2010 年にカリフォルニア大学バー
クレー校を卒業後、フルブライト奨学金で来日し、地
歌舞伎に関する研究活動を開始。その後、アメリカ・
カナダ大学連合日本研究センター（横浜）での日本語
学習などを進めてから、2013 年に帰国し、いわゆる音
楽民族学（Ethnomusicology)の博士課程でハーバード
大学大学院に入学。現在、同大学院に在籍しつつ、国
際交流基金の奨学金で再び来日し、岐阜県の地歌舞伎
を主なテーマとした博士論文のためのフィールドワー
クを行い続けています。
≪お話テーマ≫ 岐阜の地歌舞伎を研究している
アメリカ人の大学院生として、
「一体なぜ？」という疑
問を（関係者自身からさえも）たびたび聞かれます。
今日の話ではこの質問を、国際文化交流や相互理解な
どという課題を触れながら、取り上げてお話しします。

会長の時間
波多野一夫会長
・歌舞伎の力
２月のお祝い 結婚記念日

杉本 潤君 ご夫妻
志津竜良君
〃
三尾泰一郎君 〃
林
彰君
〃
丸山輝城君
〃

友愛の席

・・・・・１０日
・・・・・１４日
・・・・・１４日
・・・・・１６日
・・・・・２０日

ショコラ日和

松月堂

栗あんに和三盆糖で化粧を施し、一昼夜
丁寧に乾燥した「霜日和」をチョコレートで
コーティングいたしました。

～１月２６日の記録～
出席報告
ニコボックス

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/19 補正出席率

健康診断
40／70
68／70

57.14％
97.14%

職業 奉仕研修セミナー参加報告
開 催：２月５日(日)「名鉄グランドホテル」13：00～
出席者：次年度佐藤好哉理事、次年度後藤大作幹事

会員総数７４名、出席免除者４名

★世界に誇る中津川の歌舞伎です。盛り上げていきましょう。
市川尚樹さん、本日の卓話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
★本日は「地域活動委員会担当例会」で「岐阜自慢ジカブキプ
ロジェクト会長」市川尚樹さんをお迎えし、卓話をしていた
だきます。よろしくお願い致します。また、2 月 5 日には、
子供達の「ジカブキ体験講座」
、3 月 5 日には「東濃歌舞伎鑑
賞」を予定しています。多くの方のご参加をお願い致します。
社会奉仕担当理事・志津竜良君・地域活動委員長・高田信浩君
★市川尚樹様、卓話よろしくお願いします。楽しみです。
本日は、年末年始の楽しい時の後の身体チェックを兼ねた健
康診断(職業奉仕委員会担当)を行います。
職業奉仕委員長・田口義也君
★今日は息子がお世話になります。
市川 博君
★市川尚樹先生の卓話を楽しんで拝聴します。
伊藤 昇君
★市川尚樹さんご苦労様です。西保育園の子供達への指導も感
謝申し上げます。
丸山輝城君
★市川尚樹さん、本日の卓話よろしくお願いします。当クラブ
への入会を是非ともお願いします。
原 眞平君
★市川岐阜自慢ジカブキプロジェクト会長、ようこそ。本日の
卓話宜しくお願いします。
可児 力君
★市川尚樹さん、本日の卓話、楽しく拝聴します。
塚田 晃君、勝野安和君
★同級生の市川尚樹さんの卓話、楽しみにしています。ようこそお
越し下さいました。歓迎します。
加藤景司君
★尚樹さんのお話、楽しみにしています。
間 龍一郎君
★市川尚樹君ようこそ。次回の卓話はﾛｰﾀﾘｰﾒﾝﾊﾞｰとして行って
いただくことを期待してます。
齊藤 隆君、桂川邦俊君
★市川尚樹さん、卓話楽しみにしております。
市岡孝之君、後藤大作君
★皆出席表彰 3 年 いただきました。
安藤正樹君
★皆出席表彰、ありがとうございました。今後も頑張ります。
小澤賢一君
★本日から出張の為、早退させていただきます。明日の出前講
座の皆様、どうぞよろしくお願い致します。
大鋸伸行君
★1/19 新年家族会、欠席ですみませんでした。
佐藤 均君
★早退します。3 名
本日の申告 46.5 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 929 ﾎﾟｲﾝﾄ)

１月度定例理事会報告
ニコボックス
開 催：1 月 26 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、可児 力君、林 彰君、
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、吉川義康君、佐藤好哉君、酒井康孝君。
議題
1）2 月・3 月例会プログラムについて／例会運営 ☆承認
2）2 月･3 月度定例理事会について
／幹事
2 月 23 日(木)例会終了後 2F 小会議室
3 月 23 日(木)例会終了後 2F 小会議室
☆承認
3）
「新年家族例会」決算について
／親睦委員会担当
開催:１月１９日(木)「長多喜」18:30～
出席者：会員 56 名・夫人 19 名・事務局／計 76 名
☆承認
4)「東濃歌舞伎鑑賞例会」について ／地域活動委員会担当
開催：３月５日(日)東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール
例会 12：30～
・東濃歌舞伎中津川保存会へ協賛金 50,000 円贈呈・食事
※おひねりの資金を 2 月の例会にて協力依頼する
☆承認
5）
「中津川センタークラブ合同例会」予算について／親睦
開催:３月６日(月)「パルティール」にて 18：00 点鐘
岐阜東濃グループ齋木寛治ガバナー補佐訪問例会
例会(パルティールプラス)
18：00～18：30
懇親会（パルティールＡＩ） 18：45～20：30
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ（ﾄﾚ･ﾌｨｰﾘｴ）(ﾋﾟｱﾉ･ﾌﾙｰﾄ･ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)
ﾎｽﾄ：中津川センターRC

卓話者紹介
高田信浩
地域活動委員長

☆承認

卓話
「岐阜の宝物
中津川の地歌舞伎」
岐阜自慢ｼﾞｶﾌﾞｷﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
市川尚樹会長

6）
「春の家族例会」について ／親睦・職業奉仕担当
開催：３月３０日(木)

≪報告事項≫
1）創立６０周年記念事業経過報告

会場：
「ヤマザキ マザック美術館＆

①「前田青邨展―ふるさとの先人を見て聞き学ぶ」の開催(仮称）

ｻﾞ･ﾅﾝｻﾞﾝﾊｳｽ夕食会＆ 鶴舞公園夜桜観賞」
スケジュール 14：00 出発 (中津川市役所予定)
※各自昼食を済ませてお集まりください
15：30～17：00 ヤマザキ マザック美術館
17：30～19：30 ｻﾞ･ﾅﾝｻﾞﾝﾊｳｽ 夕食会
20：00～20：30 鶴舞公園夜桜観賞
22：00
中津川着
・参加予定者数
会員・夫人・事務局／６５名
☆承認

開催日：2017 年 10 月 7 日（土）～11 月 5 日（日）
場 所：苗木遠山資料館
②創立 60 周年記念式典・祝賀会の立案、準備
開催日：2018 年 4 月 12 日（木）
場 所：PARTIR PLUS （パルティール プラス）
③創立 60 周年記念誌の立案、準備(発刊を予定)
④三重扶輪社との姉妹ｸﾗﾌﾞ再調印と交流記念事業の立案、準備
開催日：7 月 20 日(木)三重扶輪社創立 55 周年式典にて再調印

交流事業については企画中
7）
「規定審議会決定事項に関して
中津川 RC 会則および運営規則について」
☆会則および運営規則は変更しない
8）
「60 周年姉妹クラブ提携打合せ会議」費用について
2017 年 2 月 16 日(木)15：30～台湾にて開催
60 周年準備特別委員会メンバー訪問
国際交流基金より費用を一部負担
☆承認

⑤60 周年実行委員会組織の立案(２月定例理事会に上程)
2）クラブ会計半期報告
≪確認事項≫ 地区行事、クラブ行事日程確認

職業奉仕委員会事業「中学校出前講座」
開催：１月２７日(金) 中津川市立坂本中学校
講師：可児 力君、中田智洋君、前田僚之君、粥川正勝君
勝野安和君、前田雅生君、鈴木康之君、
乾杯発声
鳴海直前会長

日本の農業と食糧
中田智洋君

建設と重機(作業機械) 旅行の提案と楽しみ
鈴木康之君
粥川正勝君

化粧の力

三野新聞 二月五日掲載

食材と味 前田遼之君

勝野安和君

お菓子の魅力 前田雅生君

車部品の製造

可児 力君

1 月２7 日の坂本中学校での中学校出前講座は、無事に終
える事が出来ました。7 名の講師の方々には、大変お世話に
なりありがとうございました。当日は県が行う「ものつくり
マイスター」と共同で行う形となりご迷惑をおかけしたと思
いますが、この場をお借りして心よりお礼申し上げます。
職業奉仕委員長 田口義也

地域活動委員会事業

２月５日(木) 東美濃ふれあいセンター 歌舞伎ホール

「中津川 KABUKID’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会 ～親子で楽しむジカブキ体験講座～
出席報告
ビジター
郷原基幸君
堀 正勝君
石川英治君
荒井幹広君
堀
務君
(中津川 CRC)

22／70
60／70

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/26 補正出席率

31.43％
85.71%

例会

会員総数７４名、出席免除者４名

中日新聞 二月七日掲載

東濃歌舞伎中津川保存会 兼山丈晴会長へ
協賛金 目録贈呈
・車曳き衣裳・鬘・刀

高田地域活動委員長
趣旨説明

ジカブキ体験講座

波多野一夫会長 岐阜自慢ｼﾞｶﾌﾞｷﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
挨拶
市川尚樹会長挨拶
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ三味線

・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ化粧・床山

・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ舞台

ロータリー財団 100 周年を記念する表彰（20 件の優れ
たグローバル補助金プロジェクト）に 2015～16 年に完了
した中津川とブラジル共同事業（下記）が選ばれました!!
～グローバル補助金事業～
「新生児集中治療センターへの支援事業 2013 年」
ﾚｼﾞｽﾄﾛ RC･ﾚｼﾞｽﾄﾛｵｳロRC･中津川ｾﾝﾀｰ RC･中津川RC 共同事業
≪U Ｓ＄ 172,500（1 千 720 万円）プロジェクト≫
<内容>ブラジルの病院に新生児治療室
の設備を寄贈し、貧困地域の妊娠中の
若い女性を対象に出産前のケアに関す
るワークショップを実施。

ロータリーレートのお知 らせ
２０１７年２月は １㌦＝116 円になります（1 月と同じ）
地区・分区の行事予定
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～
会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
３月１１日(土)～１２日(日)上野フレックスホテル
他クラブ移動案内
中津川ｾﾝﾀｰ＝2／20(月)は創立記念夜間例会
「アニーホール」18：30～

