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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２３日 №2926 – 59 – 31

本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．ソ ン グ＝「 我らの生業 」
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 大鋸伸行君 テーマ「ワインについて」
／会報発行委員会担当
８．閉 会 点 鐘

この町のあの時

旭座(戦後椅子席改装)
昭和 20 年

今後の例会予定

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
※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
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～
波多野一夫会長、酒井康孝幹事、事務局参加
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
林 彰会長エレクト参加
会員増強研修セミナー
４月８日(土) セラトピア土岐 14：00～
会長・副会長・幹事・次期会長、次期幹事、
現・次期会員増強委員長、入会２年未満会員出席要請
中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
４月９日(日) ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川ｺﾞﾙﾌ倶楽部 9：00～

旭映画劇場 昭和 28 年頃
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
・リニアと歌舞伎の街 中津川！

前回の記録 ～２月９日～
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2／5 補正出席率

37／70
49／70

次年度理事会議開催報告
52.86％
70.00%

会員総数７4 名、出席免除者４名

ゲスト

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
メーキャップ
波多野一夫君、塚田 晃君、伊藤 昇君、岡山金平君、大堀壽延君
杉本 潤君、勝野安和君、齊藤 隆君、桂川邦俊君(中津川 CRC)
佐藤好哉君、後藤大作君(職業奉仕研修セミナー)

開 催：１月２６日(木)18：30～「チャイニーズ勝宗」
出席者: 林 彰君、鶴田 温君、塚田 晃君、田口義也君、
波多野一夫君、志津竜良君、三宅正朗君、
安藤正樹君、
可児 力君、
佐藤好哉君、
前野求重君、
桂川邦俊君、
市岡孝之君、
後藤大作君。
次年度・三重 RC(打合せ)訪問報告

ニコボックス
★出前講座、KABUKID‘S 例会ご苦労様でした。多くの子供達
に喜んでもらえました。マイケル・クシェルさん、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
★先日は KABUKID‘S 例会ご苦労様でした。本日も歌舞伎関連
で社会奉仕委員会の卓話にマイケル・クシェル氏に歌舞伎につ
いての卓話をお願いしました。マイケルさん、よろしくお願い
します。
社会奉仕委員長・志津竜良君、副委員長・三尾泰一郎君
★マイケル・クシェルさん、ようこそ中津川 RC へ。本日の卓話
よろしくお願いします。
可児 力君
★マイケル・クシェルさん、中津川 RC へようこそ。お話楽しみ
にしています。
鳴海伸明君
★≪出前講座のお礼≫ 1 月 27 日の出前講座においては大変お世
話になりました。7 名の講師の方々に職業奉仕委員会を代表し
て心よりお礼申し上げます。本日の卓話、拝聴出来ず残念です
が、マイケル・クシェルさんよろしくお願いします。
職業奉仕委員長・田口義也君
★明日、10 日 11 時よりユニーホールディングスとバローホール
ディングスとの店舗移譲の調印式を行います。
丸山輝城君
★結婚記念日のお花をありがとうございました。
吉村和子君
★早退します。2 名
本日の申告 24 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 953 ﾎﾟｲﾝﾄ)

訪 問：２月１６日(木) 台北国賓大飯店 15:30～
｢次年度・姉妹クラブ提携調印について｣
「三重 RC55 周年、中津川 RC60 周年、式典参加について」
三重 RC 出席者：
次期社長
張 實 Justin
次期副社長
吳存富 Bruce
次期国際主委
張昭焚 Flannel
５５週年籌備主委 張 信 Letter
社長
何存發 Key
姐妹社主委
陳柏廷 Lawyer
(1982～83 年度社長) 陳澤永 Bobbin
(2010～11 年度社長) 王進忠 Heater
聨誼活動主委
胡振徳 Arthur
秘書
余定澤 I nsurance

台北国賓大飯店 会議

ロータリーの友紹介
原情報・研修委員長

卓話者紹介
志津社会奉仕委員長

マイケル・クシェル氏 卓話

台北国賓大飯店 夕食会
中津川 RC 出席者
林 彰次年度会長
鶴田 温次年度副会長
桂川邦俊次年度国際委員長
後藤大作次年度幹事
鳴海伸明 60 周年準備委員
粥川正勝国際交流委員
蓮池潭 龍虎塔にて

中学校出前講座 一月二十七日開催

例会 12：30～
（例会後、歌舞伎鑑賞）
中津川 RC 会員・歌舞伎出演者
波多野会長・新版歌祭文 野崎村の場 10：15～

坂本中学校生徒からのお礼のお手紙（一部紹介）

各講師会員には、個別に学校から送られてます

東濃歌舞伎鑑賞例会のご案内
3 月 5 日(日) 東美濃ふれあいｾﾝﾀｰ

中津川ｾﾝﾀｰ RC 地域創生フォーラム 2017 開催
～若者たちの地域定着を願って～
2 月 12 日(日) にぎわいプラザ

・青砥稿花紅彩画 稲瀬川勢揃いの場 13：15～

山本亮君 ・茜染野中乃隠井 聚楽町茜屋由兵衛内の場
14：10～

春の家族例会のご案内

親睦委員長

長野和夫

３月３０日(木) 中津川市役所玄関前 14：00 出発
※ ヤマザキ・マザック美術館
≪3／2～春の所蔵品展開催≫
※ ザ･ナンザンハウス夕食会
≪名古屋の緑溢れる南山エリアにある
ガーデン一軒家イタリアンレストラン≫
※ 鶴舞公園夜桜観賞
≪ライトアップされた桜が見頃です≫
中津川着 22：00 頃予定
～皆様のご参加お待ちしております～

ロータリーレートのお知 らせ
２０１７年３月は １㌦＝116 円になります （2 月と同じ）

大堀壽延君、波多野一夫君出席

友愛の席

下萌

信玄堂

冬が終わり草の芽が地中から出はじめる様子を
黒蜜の羽二重もちと抹茶で表現しました

他クラブ移動案内

土
岐
＝2／27(月)は特別休会
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝2／28(火)は移動例会
「オースタット国際ホテル」12：45～
中津川センター＝3／6(月)は
中津川 RC・中津川ｾﾝﾀｰ RC 合同例会「ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙ」18：00～

美空ひばりが 中津川にヤッテ来た

伊藤 昇

美空ひばり主演の「山を守る兄弟」という映画のロケーションが、
唯今から 64 年前(1953 年)未だ終戦後の声が残っていた頃でした。
根ノ上高原、苗木城下砂利道や賤母で木曽川の河原、そして妻篭御料
林の中等で連日に亘り行われました。
日本一天才少女歌姫、美空ひばりの顔を一目見たい、サインが欲しい
と勝宗の前、淀川を挟んで大騒ぎ、勿論市観光課を中心に商工会議所も
全面協力支援をしました。中でも篠田初太郎、吉村令一、熊谷義男さん
達に入って弁当の手配、ロケに対する連絡、警備に獅子奮闘をする。
≪あらすじ≫
拳銃片手に駆け回る美剣士ひばりの凛々
しさ／山肌深き木曽の台ヶ原。先祖代々伝
わる美しい森林を守ろうとする正義の兄弟
(北上弥太郎、美空ひばり)が悪の陰謀に立ち
向かう。唄と笑いと、スリルと冒険。
原 作： 大佛次郎（おさらぎじろう）
監 督： 松田定次（まつださだつぐ）
映画会社：東映
俳 優： 美空ひばり、北上弥太郎、
堺 駿二、横山エンタツ、
淡路恵子、月形龍之助、
戸上城太郎
他。

全国封切前ロードショー
25 日一日間 旭映劇にて上映

新聞広告

賤母木曽川河原
ひばり・北上弥太郎

妻篭

戸上城太郎・ ひばり・ 堺 駿二

苗木城下

吉村令一、篠田初太郎、
伊藤昇、戸上城太郎・

天野刄一（あまのけんいち）直筆
サイン入り写真を送っていただく

賤母木曽川河原

天野刄一 （あまのけんいち）

妻篭御料林

堺 駿二、戸上城太郎

