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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５月２５日 №2937 – 59 – 42

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、ﾆｺﾎﾞｯｸｽ発表、委員会報告、幹事報告
６．会 長 の 時 間
７．卓話 「創立 60 周年について」
／60 周年準備特別委員会担当
① 60 周年の概要説明
林 彰次年度会長
② 姉妹クラブ再調印・訪台・交流記念事業について
桂川邦俊次年度国際交流委員長
③ 記念式典・祝賀会・実行委員会組織について
市岡孝之 60 周年準備特別委員長
④ まとめ
鳴海伸明次年度中津川 RC 創立 60 周年実行委員長

８．閉 会 点 鐘
今後の例会予定

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
地区等の行事予定

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)
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」17：30～(ﾎｽﾄ：中津川 RC)

会長の時間
波多野一夫会長

・節目について

『中津川 RC 60 周年に向けて』
2017-2018 年度会長
林 彰
クラブテーマは
『地域と共にロータリーの輪を広げよう』です。
中津川ロータリークラブ創立 60 周年記念として 取
り組むにあたり、かつて東山道・中山道として交通の
要衝であったように、これから十年余りでリニア開業
を待つ今、ますます国内や世界中の人々が多く訪れた
い街であるよう望まれます。地域の遺産ともいえる固
有の伝統的な文化が時代とともに消滅しつつある今、
価値ある中津川の遺産を青少年に伝えることが、中津
川の未来を創ることと思います。
６０周年事業では、前田青邨画伯をクローズアップ
します。地域の学童や中学生が、見て聞き学ぶ機会を
創りたいと思います。
さらに、私が本テーマを選んだもう一つのポイント
は、我がクラブには、かつて画伯の近くに機会を得た
ことがあり、画伯の特別展に関わったことがあるメン
バーがいるのは、大変素晴らしいことです。事業を進
めていく中で、皆さんと共に前田青邨画伯のエピソー
ドなどお聞きしたいと思います。
皆さまのご協力を
どうぞ宜しくお願いします。

～５月 18 日の記録～
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
5/11 補正出席率

６０期第１回臨時理事会開催報告
38／70
70／70

54.29％
100.0%

会員総数７４名、出席免除者４名

開 催：5 月 18 日(木)13：50～「商工会議所２階会議室」
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、可児力君、
安藤正樹君、前野求重君、桂川邦俊君、後藤大作君。

メーキャップ

伊藤 昇君、岡山金平君、塚田 晃君、鳴海伸明君、
桂川邦俊君(中津川 CRC)、後藤大作君(会員増強研修)
ニコボックス
★今年度ＩＤＭ盛況でありがとうございました。原委員長、
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
★テーマも決まらず、まとまりのない下手な話をさせていた
だきます。本日ＩＤＭ開催します。参加登録者の方、よろ
しくお願いします。
ＩＤＭ委員長・原 眞平君
★原委員長の卓話を聞きに来ました。いつも例会欠席して申し訳
ありません。今夜のＩＤＭ宜しくお願致します。
ＩＤＭ副委員長・小倉長門君
★≪卓話に感謝≫本日の卓話はＩＤＭ委員長さんです。静か
に先生のお話を拝聴致します。
伊藤 昇君
★卓話楽しみです。ＩＤＭ、本日が最終回。お疲れ様でした。
原 満夫君
★原眞平ＩＤＭ委員長、本日の卓話よろしくお願いします。
結婚記念日にお花をありがとうございました。 可児 力君
★本日のＩＤＭ委員会の卓話、楽しみにしています。原眞平
委員長、よろしくお願い致します。
吉川義康君
★原眞平パスト会長の卓話、楽しみに拝聴します。１２年の
皆出席表彰をいただき光栄に存じます。
長野和夫君
★本日の卓話、原眞平ＩＤＭ委員長、よろしくお願いします。
又、夜の部もよろしくお願い致します。
田口義也君
★本日の卓話、楽しみにしております。ＩＤＭになかなか参
加できず、申し訳ございませんでした。
三尾泰一郎君
★この度、異動により中津川をはなれることになりました。
２年４ヶ月、大変お世話になり、ありがとうございました。
森塚孝彦君
★皆出席表彰ありがとうございました。
後藤大作君
★会社の社長を退任し、息子･大輔に譲りましたので宜しくお
願い致します。
波多野一夫君
★誕生日のお花を頂きました。ありがとうございました。
佐藤 均君
★22 回目の結婚記念日にきれいなお花をいただき、ありがと
うございました。
三宅正朗君
本日の申告 47 ポイント(累計 1181 ポイント)

会長の挨拶
議題
1）会費及び納入について
運営規則第５条〔会費等〕従来どおり、銀行振り込みにて
７月・１月年２回納入
（Ｒ財団寄付、米山奨学会寄付の徴収の方法） ☆承認
2）ビジターフィーについて 従来どおり 2,000 円 ☆承認
3）会計監査人について
諸規定集―〔財務管理規定〕５

鈴村正樹君を選任
☆承認

4） 原事務局員の契約について
契約更新・・2017 年 7 月 1 日～2018 年 6 月 30 日
就業時間 9：30～16：00
☆承認
5）運営組織について
60 周年実行委員会組織について
☆承認
6）事業計画案（例会プログラム）について

☆承認

7）委員会事業計画について

☆承認

8）予算案について

☆承認

9）７月・８月の例会プログラムについて ／例会運営委員会

10）
「出前講座」について
／社会奉仕委員会担当
7 月７日（金）13：30～ 岐阜県立坂下高等学校
４名の講師派遣予定(詳細は後日、坂下高校と打合せ)
☆承認
11）
「三重扶輪社訪問・国際姉妹クラブ調印式参加」について
／国際交流委員会担当
７月２０日（木）～２２日（土）
6：00 中津川出発～
9：55 中部空港発 チャイナエアライン CI151 便～
12：10 台北着

友愛の席

自家製和風ゼリー ヤマツ食品

夏季限定和風ゼリーは干菓子に使われる
高級砂糖・和三盆糖のみで甘味を付けるこ
とで上質の絹が撫でるようなさらりとした
上品な後口に仕上げてございます。
桃の実を贅沢に使用しました。

17：00～三重扶輪社５５周年記念式典・提携調印式
国賓大飯店
７月２１日(金) 朝食会

市内観光

７月２２日(土) 23：00 中津川着
参加者 ３５名(会員２６名、夫人９名)位の予定
☆承認

12）協賛金・名義貸しについて
・市内 de オリンピック 10 月 18 日(水)
中津川運動公園競技場開催
後援：中津川 RC、協賛金：10,000 円
☆承認
報告事項
１）会報原稿「就任挨拶」の作成
／会報発行委員会

この町のあの時

「防空演習 東太田町」
昭和１９年

・会長、副会長、会場監督、幹事、理事へ提出依頼
２）地区行事について
①中津川四クラブ会長幹事懇談会開催 ﾎｽﾄ：中津川 RC
６月６日(火)「木曽路」にて 18：00～
59 期波多野会長、59 期酒井幹事、60 期林会長、
60 期後藤幹事、事務局。
②東濃グループ第 1 回会長･幹事･事務局連絡会議開催
佐藤八郎ガバナー補佐(多治見西 RC)
７月 14 日(金)

提供：中津川商工会議所（監修・選：鈴木 力）

会議 17：00～「多治見市産業文化センター4Ｆ」
懇親会 18：00～「魚 関」
５月１８日スナップ

林会長、後藤幹事、事務局。
③R 財団研修セミナー
７月１５日(土) 詳細未定
クラブ行事について
① 第 2 回臨時理事会の日程は後日、連絡する

皆出席表彰
後藤大作君７年
長野和夫君 12 年

第１回臨時理事会 2Ｆ会議室

転勤のご挨拶
森塚孝彦君

雑誌の紹介 原 満夫君
出席報告
山本亮君
ニコボックス
笹月秀勝君

ＩＤＭ委員長卓話
原 眞平君

第４回ＩＤＭ開催報告

～ワイン講座～

開 催：5 月 18 日(木) 「スナックぽっぽ」にて 18：30～
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、林彰エレクトの次年度準備状況報告についてお話を頂け
た。可児力 SAA より波多野会長への労いのお言葉を頂き第４回
IDM の乾杯となった。会場ぽっぽさん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り難う御座いま
した。年間延べ 100 人を超える IDM 参加者の皆様に感謝申し上
げます。
報告者：小倉長門副委員長

原眞平 IDM 委員長
乾杯発声 可児 力君

原 眞平 IDM 委員長、IDM 委員会メンバーの皆様
１年間、楽しい IDM の企画をありがとうございました！

第 15 回「アメリカワインの特徴」
アメリカで初めてブドウが栽培されたのは 16 世紀
中頃、東海岸のフロリダでフランスからの移民による
ものであった。現在の主産地であるカリフォルニアで
のワイン造りは、1769 年にローマカトリック教会のフ
ランシスコ修道会の修道士達が、ミサに使用するワイ
ンを造り始めたのが始まりとされる。
1849 年頃からゴールド・ラッシュによる人口増でワ
インの需要も拡大する。1860 年にカリフォルニアワイ
ンの父と呼ばれる「アゴストン・ハラジー」がヴィニ
フェラ系ブドウを導入しワイン産業の基を築いた。ワ
イン産業は順調に発展していったが、
1920 年から 1933
年まで施行された禁酒法により、ワイン産業は壊滅的
な打撃を受けた。
禁酒法が廃止されると、カリフォルニアに、ワイン
生産者で組織される協会「ワイン・インスティテュー
ト」が設立、またカリフォルニア大学デイビス校にブ
ドウ栽培ワイン醸造の体系的研究機関が設けられカ
リフォルニアワインの発展に大きく寄与してきた。
カリフォルニアワインの特徴のひとつにはブドウ
品種名がラベルに記してあることが挙げられる。ヨー
ロッパの国々のワインは原産地に重みを置いている
のに対し、カリフォルニアワインはブドウ品種を特に
重要視している。
また、1970 年代頃からワシントン州、オレゴン州の
ワインも品質が向上し、世界のワイン市場で取引され
るようになった。今後はますます生産地が拡大するも
のと思われる。
【監修：ソムリエ 大鋸伸行 ｢ワインの基｣より】

６０期の例会予定
６日＝役員就任挨拶
／林 会長担当
１３日＝クラブ定時総会 ／林 会長担当 中津川ｾﾝﾀｰ RC 会長・幹事来訪
２０日＝特別休会
２７日＝理事・委員長挨拶／林 会長担当 ※７月度定例理事会 13：35～
８月 ３日＝理事・委員長挨拶／林 会長担当
１０日＝１２日(土)「納涼花火大会」に移動 メイン会場 18：00～
１７日＝１３日(日)「おいでん祭」に移動
メイン会場 18：00～
２４日＝岐阜東濃グループ佐藤八郎ガバナー補佐クラブ訪問 ／会長担当
※クラブアッセンブリー 例会終了後 ２階役員室
出席要請＝役員、理事、委員長、新会員
３１日＝普通例会 ／会員増強委員会担当 ※８月度定例理事会 13：35～

６０期の委員会行事予定

７月

７月 ７日(金)
「出前講座」岐阜県立坂下高等学校
／社会奉仕委員会
7 月２０日(木)・２１日(金)
「三重扶輪社創立 55 周年記念式典
・姉妹提携調印式・朝食会」参加
／国際交流委員会
８月１０日(木)
「第１回ＩＤＭ」 ／ＩＤＭ委員会

他クラブ移動案内
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～

多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝ 5／30(火)は移動例会 「オースタット国際ホテル」12：45～
瑞
浪
＝ 6／2(金)は土岐川河川清掃 「瑞浪商工会議所前土岐川河川」４日(日)7：30～

