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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３月６日 №2927.28 – 59 – 32.33

於：パルティールプラス
パルティール AI

合同例会プログラム
例会 パルティールプラス 18：00～18：30
１．開 会 点 鐘
１， ２．国歌「君が代」
・R ソング「奉仕の理想」斉唱
３．ゲスト紹介
岐阜東濃 G ガバナー補佐
齋木寛治君
〃 次期ガバナー補佐
佐藤八郎君
岐阜東濃 G ガバナー補佐帯同者 安江 努君
４．両クラブ会長の時間
安藤 茂会長・波多野一夫会長
５．両クラブ会長エレクト挨拶
古川和博会長ｴﾚｸﾄ・林 彰会長ｴﾚｸﾄ
６．次期ガバナー補佐挨拶
佐藤八郎君
２， ７．両クラブ委員会報告・出席報告
３， ８．両クラブニコボックス・スマイルボックス発表
９．卓 話
齋木寛治ガバナー補佐
10．閉 会 点 鐘
～会場移動～
懇親会 パルティール AI 18：45～20：30
～Tre figlie (ﾄﾚ･ﾌｨｰﾘｪ)～ 生演奏
１． 開 宴 挨 拶 中津川ｾﾝﾀｰ RC 立木亮治常任委員長
２．新会員紹介／鷹見幸久幹事・酒井康孝幹事
３．乾 杯
中津川 RC 麦島寛也副会長
４．歓 談
５．ソング＝手に手つないで
６．閉 宴 挨 拶 中津川ｾﾝﾀｰ RC 淺井達雄副会長
本日の生演奏 ～Ｔｒe ｆｉｇｌｉｅ (ﾄﾚ･ﾌｨｰﾘｪ)～
Piano 四元真智子様 Flute 石黒梨香様 Violin 植村美恵子様
Tre figlie(ﾄﾚ･ﾌｨｰﾘｪ)は、ピアノ、フルート、ヴァイオリン
のトリオで活躍しています。
カジュアルなPOPS からクラシッ
クまで幅広いジャンルの曲を演奏しています。
素敵な時間をお楽しみください。

ゲスト紹介

2016～17 年度 岐阜東濃Ｇガバナー補佐
さい き

かん じ

齋木 寛治君 （土岐ＲＣ）
生年月日 昭和 19 年(1944 年)10 月 3 日
事業所
学校法人 土岐学園 理事長
職業分類 専門学校
ロータリー歴 1985 年 5 月 8 日
芦別 RC 入会
1990 年 5 月 8 日
土岐 RC 移籍
2007 年～08 年度
会 長
2017～18年度 岐阜東濃Ｇガバナー補佐
さとう

はちろう

佐藤 八郎君（多治見西ＲＣ）
生年月日 昭和 15 年(1940 年)9 月 21 日
事業所
佐藤機械工業所 代表社員
職業分類 機械製作
ロータリー歴 1986 年 7 月 4 日 多治見西 RC 入会
2006 年～07 年度 会長
2014 年～15 年度 地区代表幹事

会長の時間

波多野一夫会長

「誰かのために今できることを」
第 59 期中津川ロータリークラブは、皆様のご支援
で何とか３分の２を終える事が出来ました。本当にあ
りがとうございます。
２月５日(日)「中津川 KABUKID'S プロジェクト
～親子で楽しむジカブキ体験講座～」の事業も皆様の
ご協力で無事終える事が出来ました。その事業に参加
された親子が、昨日の東濃歌舞伎中津川保存会吉例大
会の舞台で立派に演じられました。地元中津川の郷土
芸能の体験を通じて、地域への愛着が深まり地域の伝
統芸能を引き継ぐ人材を育成する基盤となりました。

前々回の記録
出席報告

～２月２３日～
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2／9 補正出席率

44／70
51／70

62.86％
72.86%

会員総数７4 名、出席免除者４名

ニコボックス
★歌舞伎例会が続きますが、今日は「ワイン」で一服です。
夜が待ち遠しい。大鋸伸行君、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
★本日の卓話、大変恐縮ではありますが、ワインを中心とし
たお話をさせて頂きます。又、夜は IDM でもお世話になり
ます。拙いお話ですが、どうぞお気軽にお聞き願えれば
幸いです。本日どうぞよろしくお願い致します。大鋸伸行君
★本日は会報発行委員会の担当です。大鋸伸行君、卓話よろ
しくお願いします。
会報発行委員長・安藤正樹君
★大鋸さん、本日の卓話よろしくお願いします。
原 満夫君、原 眞平君、糸井川均君
★本日は IDM を開催します。例会の続きでワインを４種類用
意しています。もちろん他のおいしいお酒も揃えてありま
す。ご参加の方はつり銭のいらないように会費をご用意下
さい。
ＩＤＭ委員長・原 眞平君
★大鋸さんの卓話、楽しみに拝聴させて頂きます。吉村敏博君
★本日の卓話、大鋸さんよろしくお願いします。今日のウィ
ークリーに、坂本中学校で出前講座を行った時の子供達か
ら頂いた感想文を抜粋して載せて頂きました。当日の講師
の方々に感謝します。
職業奉仕委員長・田口義也君
★本日の会報発行委員会の卓話、楽しみにしています。大鋸
伸行君、よろしくお願い致します。
吉川義康君
★次年度の役員で訪台して参りました。大変ご苦労様でした。
（鳴海さん、鶴田さん、桂川さん、後藤さん、粥川さん）
。
会長エレクト・林彰君
★大鋸さん、本日のワインの卓話、宜しくお願いします。
次年度林会長始め、台湾現調お疲れ様でした。 齊藤 隆君
★久しぶりの出席です。ＮＨＫ連続ドラマ、中津川・恵那が
舞台となります。協力してください。
ワイン大好き、大鋸さんよろしく。
杉本 潤君
★大鋸さん、本日の卓話拝聴させて頂きます。
後藤大作君、山本亮君
★結婚記念日にお花をありがとうございました。妻も大変喜
んでおりました。
志津竜良君
★早退します。1 名 本日の申告 40.5 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 993.5 ﾎﾟｲﾝﾄ)

美空ひばり中津川ロケの話
卓話者紹介
伊藤昇パスト会長
安藤会報発行委員長

２月度定例理事会報告
ニコボックス
開 催：2 月 23 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、糸井川均君、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）3 月・4 月例会プログラムについて／例会運営 ☆承認
2）3 月･4 月度定例理事会について
3 月 23 日(木)例会終了後 2F 小会議室
4 月 20 日(木)例会終了後 2F 小会議室
3）
「健康診断」決算について
開催:１月 26 日(木)例会前

／幹事
☆承認

／職業奉仕委員会担当
☆承認

4)「中津川 KABUKID’S ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」移動例会決算について
／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 12：30～／ジカブキ体験教室 13：30～15：00
参加者： ＲＣ会員２２名・一般親子５０名
☆承認
5）2017～18 年度 役員理事指名委員の構成について
／林会長エレクト担当

☆承認

6）2017～18 年度 クラブ運営組織表（案）について
／林会長エレクト担当

☆承認

7）2017～18 年度 60 周年実行委員会組織図(案)について
／林会長エレクト担当
☆承認
≪報告事項≫
三重扶輪社訪問報告･･･ 次年度打合せ会議・2/16(木)開催。
／林会長エレクト

≪確認事項≫ 地区行事、クラブ行事日程確認。

卓話「ワインについて」
大鋸伸行君

３/５東濃歌舞伎鑑賞例会用
～沢山のおひねりを
友愛の席で作りました～

第 ３ 回 ＩＤ Ｍ 開催 報 告

開催：２月２３日(木) 勝宗 18：30～ 31 名参加
原眞平 IDM 委員長より開会の挨拶に始まり、波多野
一夫会長の挨拶。林彰エレクトの訪台報告については、
三重 RC との新しい交流の仕組みの構築等お話を頂けた。
可児力 SAA より当クラブが国際交流において表彰され
たことの報告を頂き、第３回 IDM の乾杯となった。
会場の勝宗の美味しい料理と多くの美酒に舌鼓を打ち
ながら、ロータリー談議に花が咲き、意義ある IDM の開
催となりました。沢山の美酒差入れ有難う御座いました。
≪報告：ＩＤＭ副委員長 小倉長門≫

波多野会長

林会長エレクト

可児会場監督

昼間の例会卓話で
紹介したワインです。
皆様、たっぷり
お楽しみください

第 2 回東濃 8 クラブ
会長幹事事務局連絡会議開催報告

開 催：２月２４日(金)
「老鰻亭 魚関」
会 議 17：00～
懇親会 18：00～
（ﾎｽﾄ：多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC）
出席者：齋木寛治ガバナー補佐
東濃８クラブ会長・幹事・事務局
（波多野会長、酒井幹事、事務局）
◎2017～18 年度ガバナー補佐
多治見西 RC 佐藤八郎君
◎2018～19 年度ガバナー補佐
・・・多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC より選出
◎2017～18 年度 RI2630 地区会員増強委員 1 名
・・・東濃 8 ｸﾗﾌﾞより選出
◎各クラブ近況報告
◎次回会議 6 月 16 日(金) ﾎｽﾄ：中津川 RC

～ワイン講座～

第 12 回
「スペインワインの特徴②」

栽培されるブドウ品種はスペイン固有の品種が多く、
その代表がテンプラニーリョ種である。
南部大西洋側で造られる酒精強化ワインにヘレス(英語でシェ
リー)がある。独自の熟成方法で造られており、世界３大酒精強化
ワインに数えられる。スペインで生産されるスパークリングワイ
ンで、瓶内二次発酵方式のものはガヴァと呼ばれる。
スティルワインとしては内陸北部のリオハやリベラデルドゥエ
ロの名が知られている。栽培面積が一番多いのは中央部に位置す
るラマンチャでスペイン全体の約半分の生産量である。
1970 年代に、他国の資本参入と最新技術の導入により、それま
での日常消費用ワインにイメージを覆すことになる。それまで
知名度が低かったラマンチャやプリオラート、リアスバイシャス
といった地域で、今までにない高品質のワインが造られるように
なり一躍世界の注目をあつめるようになった。これらのワインは
「スーパー・スパニッシュ」と称されている。
1986 年のＥＵ加盟以降、スペインワインの発展は目覚ましく、
伝統的なヘレス(シェリー)やリオハの赤ワイン、スパークリング
ワインのガヴァ、そしてスーパー・スパニッシュと呼ばれる新し
いスタイルのワインが混在し、
世界のワイン市場を賑わせている。
【監修：ソムリエ 大鋸伸行「ワインの基より」
】

前回の記録

～３月５日～
東濃歌舞伎鑑賞例会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2／23補正出席率

70／70
70／70

100.0％
100.0%

青砥稿花紅彩画
稲瀬川勢揃いの場
捕手頭 波多野一夫君

ビジター

移動例会の為、カードメーキャップの方
堀 務君、石川英治君、小木曽孝司君、村上幸博君 (中津川ｾﾝﾀｰ RC）

波多野会長挨拶

高田地域活動委員長挨拶 兼山丈晴歌舞伎保存会会長へ
協賛金贈呈
茜染野中乃隠井
聚楽町茜屋由兵衛内の場
妻木勝次郎 山本亮君

≪出演≫ 波多野一夫君 山本 亮君

今後の例会予定

３月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
RI2630 地区会員増強部門 担当諮問委員
ｶｳﾝｾﾗｰ PG 村橋 元君 卓話(本巣RC)
※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
４月６日→２日(日)六斎市へ移動
１３日＝普通例会
／波多野会長担当
２０日＝クラブフォーラム
地区研修・協議会報告／林会長エレクト担当
※４月度定例理事会 13：35～
２７日＝特別休会
中津川ＲＣ委員会行事予定

３月２１日(火)＝第１回創立６０周年実行委員会
（正副委員長会議）木曽路 18：00～
／次年度創立 60 周年実行委員会担当

地区・分区の行事予定
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
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～
岐阜東濃ｸﾞﾙｰﾌﾟ次期会長・幹事会
４月２４日(月) 多治見市産業文化センター15：00～
林彰会長エレクト、後藤大作次期幹事
他クラブ移動案内

多治見西＝3／9(木)特別休会
恵
那＝3／14(火)はファイアサイドミーティング
「メゾン ドゥ ジャルダン」19：00～
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
3／16(木)３市 5RC 合同例会
多治見西・多治見 「瑞浪生涯学習センター」17：00～
土岐 ・ 瑞浪

