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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４月２０日 №2934 – 59 – 39

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．新会員入会式
５．食 事 と 交 歓
６．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
７．会 長 の 時 間
８．クラブフォーラム
林彰会長エレクト担当
地区研修・協議会報告
９．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

この町のあの時

東宝映画「青い山脈」
昭和 32 年

星ヶ見岩付近 （現在の YKP 工業の通り？）

４月２７日＝特別休会
５月 ４日＝法定休日
１１日＝恵那山ウェストン祭に移動
恵那山ウェストン公園 10：30～
１８日＝普通例会 原 眞平ＩＤＭ委員長卓話
／ＩＤＭ委員会担当
※次年度第１回臨時理事会 13：35～
２５日＝普通例会
／６０周年準備委員会担当
「創立６０周年について」各事業概要説明
※５月度定例理事会 13：35～
中津川ＲＣ委員会行事予定
５月１８日(木)＝第４回 IDM スナックぽっぽ 18：30～
／IDM 委員会
地区・分区の行事予定

丸三・間酒造前

雪村いづみ

提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

岐阜東濃グループ次期会長・幹事会
４月２４日(月) 多治見市産業文化センター15：00～
次期会員増強研修セミナー
５月１３日(土）四日市都ホテル 11：00 点鐘

会長の時間
波多野一夫会長
・日本の安全安心について

移動例会 「恵那山ウェストン祭に参加 」のご案内
５月１１日(木) 午前１０時３０分～ (小雨決行)
恵那山ウェストン公園 (中津川市川上)
式典：10：30～「神事・園内清掃作業」
直会：11：45～13：00 (楽正館へ移動)
「ウェストンココアと郷土食を味わう」

友愛の席

恵那饅頭

二葉軒

味わい深い素朴な餡の甘味の酒蒸し饅頭

～ご入会おめでとうございます～
新会員のプロフィール

木村 倫典君（きむら つねのり）
生年月日
勤務先
職業分類
趣味
推薦者

●日 時・・５月１８日(木) 18 時 30 分～

1965 年(昭和 40 年)9 月 22 日
東海東京証券(株)多治見支店中津川営業所
証券業
フィッシング
鈴村正樹君、勝野安和君、田口義也君

臨時紙上理事会開催報告
ニコボックス
４月１７日
議題：職務代理者の変更の件
東海東京証券(株) 多治見支店中津川営業所
木村倫典君 入会
☆4 月 19 日 書面にて 14 名全員承認

前回の記録 ～4 月 13 日～
出席報告

ニコボックス

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
4／2 補正出席率

(商工会議所ホール)
34／70
70／70

第 4 回ＩＤМ開催のご案内
ＩＤＭ委員長
原 眞平
〃副委員長
小倉長門

48.57％
100.0%

会員総数７4 名、出席免除者４名

★桜吹雪に「くノー」現る。MIO さん、よろしくお願いします。
皆様、移動例会等が続き、お疲れ様ですが、手裏剣に気を付け
てお楽しみ下さい。
会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君
★≪復活の兆し≫ 体調を崩して例会を到頭欠席してしまい、ご
迷惑をかけすみませんでした。再度挑戦致します。 伊藤 昇君
★恵那観光大使 渡邉未央さん、本日はよろしくお願いします。
可児 力君
★渡邉未央さん、来訪歓迎します。春の家族例会、楽しい時間あ
りがとうございました。長野委員長、田口委員長はじめ両委員
会の皆様、ありがとうございました。
鳴海伸明君
★渡邉未央さん、中津川へようこそ。楽しみに見せて頂きます。
前田遼之君
★3／30 の家族会、大変楽しかったです。職業奉仕委員会・親睦
委員会、お疲れ様でした。
齊藤 隆君
★半年間という非常に短い期間ではありましたが、大変お世話に
なりました。後任は木村という者がまいります。私は多治見 RC
に移籍となりますが、中津川に在住する予定ですので、今後も
よろしくお願いします。
正野知義君
★結婚記念日のお花をいただきました。
原 満夫君
★結婚記念日にきれいなお花をいただきました。家内もいつも喜
んでいます。ありがとうございました。
前野求重君
★早退します。2 名
本日の申告 30 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計 1094.5 ﾎﾟｲﾝﾄ)

●場 所・・
「スナックぽっぽ」
●会 費・・￥3,000 ～オープン参加歓迎です～
●毎回出席義務者
(役員）波多野会長、麦島副会長、酒井幹事、
可児会場監督、鳴海直前会長、林会長ｴﾚｸﾄ､
後藤副幹事、原(満)情報研修委員長
(IDM 委員会) 三尾義彦君、原 政幸君
(新会員) 笹月秀勝君、小澤賢一君、小縣一夫君、
坂巻裕史君、土屋大二郎君、佐藤 均君、
光岡要次郎君、木村倫典君、
●今回出席要請者 市岡孝之君、佐藤好哉君、
鈴木嘉進君、大堀壽延君、若森まり子君、
吉村和子君、杉本 潤君、吉田信助君、
高田信浩君、桂川邦俊君、加藤景司君、
太田 聡君、三尾泰一郎君

ゲスト

伊賀流忍者特殊軍団阿修羅 渡邉未央 様
メーキャップ
伊藤 昇君(中津川 CRC)、林 彰君、鶴田 温君、
後藤大作君、志津竜良君 佐藤好哉君、
佐藤 均君、前野求重君、吉村庸輔君(地区研修・協議会)

ゲスト紹介 渡邉未央様

ﾛｰﾀﾘｰの友紹介
伊藤昇委員

退会挨拶
正野知義君

国際ロータリー第 2630 地区

地区研修・協議会 4 月 16 日(日) 伊賀市市民文化会館・ヒルホテルサンピア伊賀

参加者
林
彰君
鶴田 温君
後藤大作君
志津竜良君
佐藤好哉君
佐藤 均君
前野求重君
吉村庸輔君

剱田廣喜ガバナー

田山雅敏ガバナーエレクト

職業奉仕部門分科会にて≪2016 年中津川RC 職業奉仕事業
「出前講座」≫を佐藤好哉君が事例発表されました。

グローバル補助金事業 感謝のお手紙

2017 年 3 月 1 日
提唱者の皆さまへ
拝啓
ロータリー財団 100 周年の今年度、財団では、昨年度
に世界各地で行われた 1,165 件のグローバル補助金の
中から 20 件の優秀なプロジェクトを選び、その一つ
として貴プロジェクト（GG1415634）を選出させて
いただきました。心よりお祝いするとともに、地域社
会に変化をもたらす模範的な活動を実施されたこと
に深く感謝申し上げます。
「世界でよいことをする」というロータリー財団のモッ
トーは、ロータリーアンによる行動の実践によって実
現されます。皆さまのご活動が、さらに多くの行動に
結びついていくことを願っております。
貴プロジェクトの成功の背景には、皆さまの相当のご
尽力があったことと拝察いたします。
「人類に奉仕す
るロータリー」を実現されたこの度の活動に、重ねて
心より感謝申し上げます。
敬具

地区研修・協議会
お疲れ様でした！
中津川 CRC と
桑名で夕食会

～ワイン講座～

第１３回「ポルトガルワインの特徴」
ポルトガルは酒精強化ワインの銘醸地で、ポートワインとマディ
ラワインという２つの酒精強化ワインを生産している。ポートワイ
ンはドウロ地区で生産されたワインが、ドウロ川河口のポルト市で
熟成されることからその名がついた。
マディラワインはリスボンから南西に 1000km 離れた小さなマデ
ィラ島で生産されるワインで、熱を加えて熟成されるという特徴的
な製法で造られる。これら２つのワインはスペインのシェリーと並
んで世界３大酒精強化ワインと称されている。
そして、ポルトガルワイン全体の 12%の生産量を占めている。
気候は高温で、昼夜の寒暖差が激しいため十分な糖分と酸を有す
るブドウが得られる。栽培されるブドウ品種は、そのほとんどが現
地の伝統品種にこだわって使用される。
代表的な赤ワインにダンがある。1900 年のパリ万博に出品され
品評会で受賞したのをきっかけに世界的に知られるようになった。
白ワインでは緑のワインと呼ばれるヴィーニョヴェルデが有名で
ある。フレッシュで若々しさを楽しむタイプが主流である。ポルト
ガルのワインは伝統的な醸造方法によるところも多いが、近代的な
設備を導入する生産者も増えてきており全体的に品質が向上して
いる。
【監修：ソムリエ 大鋸伸行 ｢ワインの基｣より】
他クラブ移動案内

土 岐＝4／24(月)は早朝例会「ｷｬﾋﾞﾝｾﾗﾄﾋﾟｱ土岐店」7：30～
瑞 浪＝4／21(金)は特別休会
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝4／25(火)は移動例会
「ｵｰｽﾀｯﾄ国際ホテル」12：45～

雪村いづみの青い山脈

伊藤 昇

美空ひばりが主演をした映画のロケーションが終り一服した頃、今度は雪村いづみ、
通称「トンコちゃん」の青い山脈第２編、新子の巻が再び中津川でロケが始まりました。
その頃は、我が中津川 RC の創立する１年前 1957 年(昭和 32 年)、東宝映画により
今度は中心市街地で始まりました。雪村いづみが中津川駅に着けばファン攻めに合う
とて、美乃坂本駅で降ろす情報が入り、急ぎ行きタクシーにて宿泊する梅信亭に着けた
のです、流石に超一流の天才歌手だと思う。

雪村いづみ トンコちゃん
中津川ロケ
全国封切前ロードショー

愈々ヤマハン横、砥の子壁をバックに始まりました。
当時のカメラには集音装置がないので、長い竿の先に
マイクを付け、照明係は大きなレフのパネルを移動を
始めるも、監督は一考スタートさせない、スタートを
切るや幾度となくシーンの繰返し役者も大変だ。それ
を囲む大衆のファン達もその度毎に雑音を出す、我々
担当も注意をしなくてはならない。ロケは黒川屋前、
四ツ目川橋そして本町へ、横町でも徹底的なシーンは
進みました。この外夜烏の高原や高校の校庭でも行わ
れていった。

≪あらすじ≫
山あいにある封建的な町。よく晴れた
夏の日曜日、おこづかい稼ぎに卵を売り
に出た高校 3 年生の新子(雪村)は文房具
店で留守番をしていた浪人生の六助(久
保)と知り合う、学校に於ける様々な環境
が起こる、校医沼田(宝田)、そして芸妓
梅太郎(淡路)の関係等が生まれてくる家
庭劇。
原 作： 石坂洋次郎
監 督： 松林宗恵
音 楽： 服部良一
製 作： 東宝映画
俳 優： 雪村いづみ、司葉子、
宝田 明、太刀川洋一、
久保 明、淡路恵子、
水谷良重、草笛美津子

雪村いづみ 駅のファン雑踏を避け
美乃坂本駅に下車

中津川駅前ロケーシーン（警察派出所）

宝田明と淡路恵子のロケ
仲神自転車とヤマハン酒店の間
ヤマハン酒店をバックに 宝田と淡路

黒川屋本店前を四ツ目川橋へ 淡路と宝田

中津川商工会議所年表（昭和 24～）
（商工会議所・中津川市内・国内/海外の動き記載資料）

昭和 32 年(1957)●東宝映画「青い山脈」ロケーション支援
昭和 33 年(1958)●中津川ロータリークラブ設立

横町 杉本屋前監督と市鈴木課長

丸三・間酒造前
左上は水上うどん店

