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５月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～

６月 １日＝クラブフォーラム ／林会長エレクト担当

   ８日＝クラブフォーラム   ／波多野会長担当

理事・活動報告   

１５日＝創立記念例会／波多野会長・親睦委員会担当                 

     「木曽路」18：00～

            伊藤 昇パスト会長(ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ)卓話                     

２２日＝役員退任挨拶     ／波多野会長担当  

会長・副会長・会場監督・幹事

※６月度定例理事会 13：35～

※クラブアッセンブリー長多喜18：00～

２９日＝特別休会

  

中津川四クラブ会長幹事懇談会          

６月６日(火) 「木曽路」18：00～ (ﾎｽﾄ：中津川RC)

波多野会長、酒井幹事、林会長エレクト、後藤次期幹事、事務局

第３回岐阜東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議    

６月１６日(金)「長多喜」 17：00～ (ﾎｽﾄ：中津川RC)

波多野会長、酒井幹事、事務局           

この町のあの時  「消防団」 昭和初期

提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

２０１７年５月１８日 №2935.36 – 59 – 40.41

本日の例会プログラム  

１．開 会 点 鐘

２．国 家 斉 唱

３．ソ ン グ ＝ ｢我らの生業 ｣

４．ゲスト、ビジターの紹介

５．５月のお祝い・皆出席表彰

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  原眞平IDM委員長  ／IDM委員会担当

11．閉 会 点 鐘

今後の例会予定

会長の時間  波多野一夫会長
         

・引き継がれる力
      

地区等の行事予定

５月のお祝い 結婚記念日

三尾義彦ご夫妻 ・・・・・・・３日

前田雅生 〃  ・・・・・・・３日

原 政幸 〃 ・・・・・・・８日

三宅正朗 〃 ・・・・・・１３日

間 龍一郎 〃 ・・・・・・１６日

可児 力 〃 ・・・・・・１６日

中田智洋 〃 ・・・・・・２０日

小縣一夫  〃 ・・・・・・２５日

齊藤 隆 〃 ・・・・・・２７日

長野和夫君・・・・・１２年

後藤大作君・・・・・ ７年

皆出席表彰



～～４４月月 2200 日日のの記記録録～～

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 39／70 55.71％
4/13補正出席率 50／70 71.43%

会員総数７４名、出席免除者４名   

★林会長を始め、次期役職者の方々、地区研修・協議会へのご参

加お疲れ様でした。来期への熱意を共有できればと思います。
本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。木村倫典君、
入会歓迎します。

会長・波多野一夫君、副会長・麦島寛也君、幹事・酒井康孝君

★本日入会させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。
                           新入会員・木村倫典君

★木村倫典君の入会を歓迎致します。 鈴村正樹君、勝野安和君

★≪クラブフォーラムよろしくお願い致します≫ ４月１６日、
８名で地区研修・協議会へ参加して参りました。発表者の方々、
それぞれの部門で学んだ事の発表をお願い致します。

             会長エレクト・林 彰君

★≪地区研修・協議会参加謝≫ 次年度担当役員の皆様、地区研

修・協議会に参加され、お疲れ様でした。創立６０周年に向け
頑張って下さい。                  伊藤 昇君

★地区研修・協議会には大変遠方までご苦労様でした。本日の報
告、拝聴致します。             吉川義康君

★本日のクラブフォーラム 林会長エレクト、よろしくお願いし
ます。いよいよスタートも間近になりましたね。

直前会長・鳴海伸明君

★本日の例会クラブフォーラム、林会長エレクト、よろしくお願
いします。       可児力君、佐藤好哉君、三尾泰一郎君

★本日のクラフォーラム、林会長エレクト、よろしくお願いしま
す。                     齊藤 隆君

★木村さんの入会を歓迎します。 ？？回目の結婚記念日にかわ

いいお花をいただきありがとうございました。  長野和夫君

★昨晩は、次年度国際奉仕担当Ｇ、特命担当Ｇ、情報研修担当Ｇ
合同委員会にご利用いただき、ありがとうございました。

小縣一夫君

★早退します。１名 本日の申告39.5 ﾎﾟｲﾝﾄ(累計1134 ﾎﾟｲﾝﾄ)

出席報告

ニコボックス

４月度定例理事会報告
ニコボックス

開 催：４月20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、

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、志津竜良君、吉川義康君、佐藤好哉君、

酒井康孝君。
議題

1）5・6月例会プログラムについて／例会運営   ☆承認

2）5月･6月度定例理事会・ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰについて ／幹事

  5月25日(木)例会終了後 2F小会議室

6月22日(木)例会終了後 2F小会議室      

6月22日(木)長多喜 18：00～       ☆承認

3）「中津川センタークラブ合同例会」決算について

                  ／親睦委員会担当

開催:３月６日(月)パルティールにて18：00点鐘／88名        

参加者：中津川RC44名、中津川ｾﾝﾀｰ RC41名、

ガバナー補佐、補佐帯同者、次期ガバナー補佐、                                                             

                      ☆承認

友愛の席  柏もち   松月堂

風味豊かなつぶ餡と、ほんのり香る味噌餡

の味わいがお楽しみいただけます。

４月２０日クラブフォーラム
地区研修・協議会報告（4/16）

新入会員紹介   新入会員入会式    雪村いづみ中津川ロケの話
鈴村正樹君     木村倫典君        伊藤 昇君

次年度幹事    次年度会長    
後藤大作君    林 彰君

2017～18年度
林 彰会長

   

広報部門    

志津竜良君

ﾛｰﾀﾘｰ財団部門 吉村庸輔君

  職業奉仕部門

佐藤好哉君

米山記念奨学部門

鶴田 温君



開 催：５月１３日(土)「四日市都ホテル」11：00～

出席者：後藤大作君

開 催：４月１９日(水) 「木曽路」にて 18：30～

出席者：林 彰会長、鶴田 温副会長、後藤大作幹事、

    塚田 晃会場監督

<会報発行委員会> 三宅正朗君、山本 亮君、

<情報研修委員会> 鈴木 力君、鈴木嘉進君、原 眞平君、

         丸山輝城君、（原満夫君・鶴田温君兼務）

<国際交流委員会> 桂川邦俊君、小川剛弘君、粥川正勝君

三尾泰一郎君、鈴木康之君

<財団担当委員会> 吉村庸輔君、

<米山奨学委員会> 原 満夫君、前田遼之君

会員増強研修セミナー参加報告

次年度情報研修担当G・国際奉仕担当G

・特命担当G合同委員会開催報告

開 催：４月２０日(木) 「更科」にて 18：30～

出席者：林 彰会長、鶴田 温副会長、後藤大作幹事、

<職業奉仕委員会>

佐藤好哉君、

高田信浩君、

前田雅生君

<ＩＤＭ委員会>  

吉村敏博君、

原 政幸君、

次年度職業奉仕担当Ｇ委員会開催報告

第２回ＣＬＰ戦略委員会開催報告

開 催：４月２５(火)「チャイニーズ勝宗」17：30～

出席者：波多野一夫君、可児 力君、鳴海伸明君、林 彰君、

後藤大作君、田口義也君、酒井康孝君

・周年事業について

・継続事業について

4）「春の家族例会」決算について ／親睦・職業委員会担当

開催：３月３０日(木)

会場：ヤマザキマザック美術館／ｻﾞ･ﾅﾝｻﾞﾝﾊｳｽ夕食会

／ 鶴舞公園夜桜見学

参加者：会員31名・夫人14名・事務局1名・・・46名

                       ☆承認

5）「創立記念例会」について   ／会長・親睦委員会担当

開催：6月15日（木）「木曽路」にて18：00点鐘

送迎バス用意 中津川商工会議所17:30→中津川駅17:40                                                         

                      ☆承認

6）地域協賛金・継続について                        

・第2回清流木曽川リレーマラソン大会協賛金依頼

  5月28日(日)中津川公園多目的芝生広場 10,000円

                       ☆承認

・岐阜サマー・サイエンス・スクール後援・協賛金依頼             

8月1日(火)～4日(金)

東海地区国立大学共同中津川研修センター

    （平成28年と同様支援・・・30,000円） ☆承認

≪報告事項≫

① 職務代理者変更について・・・紙上理事会にて承認

退会 正野知義君 東海東京証券（株)

後任  木村倫典君  4月20日入会

② 中津川市社会福祉協議会評議員

   平成29年3月31日を以って任期終了

≪確認事項≫ 地区行事・クラブ行事

開 催：５月１１日(木) 「中津川商工会議所3Ｆ」12：00～

出席者：桂川邦俊君、粥川正勝君、小川剛弘君、

三尾泰一郎君、鈴木康之君、坂巻裕史君

次年度国際交流委員会開催報告



他クラブ移動案内

土  岐＝5／22(月)は早朝例会
「キャビン セラトピア土岐店」7：30～

恵  那＝5／23(火)は恵那農業高校進路講話
「恵那農業高校」25日(木)12：00～

多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝5／23(火)は春の親睦研修旅行
「三重県・伊勢方面」

中津川ｾﾝﾀｰ＝5／29(月)は清流木曽川中津川ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ
「中津川公園」28日(日)9：20～

ロータリーレートのお知らせ

２０１７年５月は １㌦＝110円になります   （４月は１１６円）

～～ 55 月月 1111 日日のの記記録録 ～～恵恵那那山山ウウェェスストトンン祭祭～～

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 70／70 100.0％
4/20補正出席率 70／70 100.0%

会員総数７４名、出席免除者４名

チリのブドウ栽培地は太平洋側に1400km 細長く伸びている。

16 世紀前半にスペイン人の征服後、キリスト教における宗教的

儀式のためにワインを造り始め、教会、修道院の近くから栽培が

広がっていった。当時はパイス種と呼ばれる多収量の黒ブドウを

栽培していた。

その後、1851年チリのブドウ栽培の父といわれる｢シルヴェス

トーレ･オチャガビア｣がフランスからカベルネ･ソーヴィニョ

ン、メルロー、ピノ･ノワール、シャルドネ等の高級ブドウ品種

を輸入し、栽培を開始する。同時に、フランスから技術指導者を

招いて新しいワイン造りが始まった。

ワイン産地は北部、中央部、南部に分けられるが、地中海性気

候に似た中央部は特にブドウ栽培に理想とされる。10 月から 4

月までの夏の間は乾季で雨が降らないため、ブドウの生育には非

常に良い条件となっている。

かつては国内消費中心であったが、最近ではヨーロッパ系ブド

ウを用いて近代的な醸造を行いヨーロッパ各国やアメリカ、日本

などへ輸出を大きく伸ばしている。この背景にはスペイン、フラ

ンス、アメリカなど海外からワイン醸造への投資が盛んで設備が

一新し、醸造コンサルタントの参入により技術も向上したことが

挙げられる。

チリではアメリカに端を発しヨーロッパのブドウ畑を壊滅さ

せたフィロキセラの被害にあっていない世界で唯一の国である。

それ以前に導入されたフランスの苗木の子孫もそのまま残って

おり、純粋なヨーロッパ系のブドウを栽培しているといえる。

      【監修：ソムリエ 大鋸伸行 ｢ワインの基｣より】

         

  

ビジター

出席報告

市川康夫君、山本好作君(恵那RC)
安藤 茂君、丸山充信君、

立木亮治君、村上幸博君、

堀 務 君、小倉忠雄君、

小木曽孝司君、石川英治君、

郷原基幸君、小木曽輝栄君、

鈴木貴実隆君(中津川CRC)

～ワイン講座～

第14回「チリワインの特徴」

中津川市消防団合併10周年記念式典
中津川文化会館 4月30日

ラッピング路線バス出発式 4月24日
「地歌舞伎のまち中津川」PR


