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本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．国歌斉唱
３．ソング＝「奉仕の理想」
４．ゲスト、ビジターの紹介
５．食 事 と 交 歓
６．９月のお祝い・皆出席表彰
７．雑誌の紹介
８．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
９．会長の時間
１０．卓話「周年時の中津川 RC」 原 満夫パスト会長
／情報・研修委員会担当
１１．閉 会 点 鐘

今後の例会予定

９月１４日＝12 日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問／親睦委員会
3RC 合同例会に移動 恵那峡グランドホテル
11:30～食事、12:30 点鐘
２１日＝中津川センターRC・中津川 RC 合同例会
／親睦委員会担当
ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙ AI にて 18:30 点鐘 ﾎｽﾄ:中津川 RC

２８日＝普通例会 ／６０周年実行委員会担当
※９月度定例理事会 13：35
１０月 ５日＝７日（土）創立 60 周年記念事業
特別展「ふるさと中津川の先人～前田
青邨」に移動／60 周年実行委員会担当
中津川ＲＣ委員会行事予定
◎９月１２日（月）18：00～
役員理事指名委員会 「チャイニーズ勝宗」
◎９月１８日（月）18：30～
ＣＬＰ委員会 「春本」
◎９月１９日（火）18:00～
パスト会長会議
「長多喜」
◎１０月２６日(木）18：30～
第２回ＩＤＭ 「更科」 ／ＩＤＭ委員会

今後のお知らせ
◎１０月７日（土）～１１月５日（日）創立６０周年記念事業
特別展 「ふるさと中津川の先人～前田青邨」の開催
◎１０月１４日（土）地区大会 伊賀市文化センター
◎１０月２２日（日）中津川４クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフクラブ8:30
◎１２月 ２日（土）岐阜東農グループＩＭ
多治見市産業文化センター

原 眞平写真館 その 2

～椛の湖 そば畑～

会長の時間
林 彰会長
今後の日本はどうなる? その1 「ボッコちゃんの悪魔」
【あらすじ】
エス氏が釣りをしていたところ、なんと釣れたのは悪魔。
悪魔は何でもできると言う。
「わたしにお金を与えて下さいませんか」
「そんなことか。
わけはない」
「もっといただけませんでしょうか」
「いいとも」
「ついでですからもう少し」
「あと一回だけ」
そのとき、金貨の重みで下の氷がひび割れ、エス氏は逃げた
が金貨と悪魔は湖の底へと消えていった。
【所 感】
「ボッコちゃん」は、星の代表作の一つであり、短編集のシ
ョートショートの題名にもなった。私の学生時代の星新一ブ
ームを思い出す、よく読み親しんだ短い随筆文。
人間の欲深さをよく描いている作品。最後に欲を見せたエ
ス氏が助かるところが子ども向けの作品ではないことを感じ
させる。自分の欲求したもので自らを破滅させるわけではな
く、自分は助かり元の状態に戻ったという点がこの小説が人
間の貪欲さを皮肉っている。さて、今の政府と日銀が、ボッ
コちゃんの悪魔にもうチョットと言いながら2%のインフレを
求めジャブジャブお金を使っていく。日本政府と日銀は自ら
破滅することなく助かり元に戻り、使ってしまった1,000兆円
もの借金を消すことができるだろうか。
7月21日付け日経で、
『
「日銀2%達成6回目先送り 景気改善
でも反応薄」日銀の黒田総裁は日銀本店で記者会見し、7月20
日の金融政策決定会合で景気判断を前進させる一方で、物価
目標の達成時期を「2019年度ごろ」へ再び先送りした。
物価が上昇する条件が整いつつあるも物価上昇率は0％台に低
迷。その最大の原因は企業や家計の私たちに巣食うデフレ心
理だとした。
』
「もっといただけませんでしょうか」
「いいと
も」悪魔は続ける。2%台の目標達成時期は見通しづらく、私
たちの杞憂するところ。
今後の日本はどうなる?
続く、
、
、

９月のお祝い

８月３１日例会

坂巻裕史君ご夫妻・・・・・・４日
鈴木 力君ご夫妻・・・・・１２日
鈴木康之君ご夫妻・・・・・１４日
高田信浩君ご夫妻・・・・・２１日

不在の林会長に代わり、鶴田副会長が
「会長の時間」を務めました

点 鐘
波多野直前会長

皆出席表彰
伊藤 昇君・・・５９年
吉川義康君・・・１６年

前回の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
8/24 補正出席率

可児 力君・・・１３年
～８月３１日～
40／70
61／70

57.14％
87.14%

会員総数７５名、出席免除者５名

ビジター

郷原 基幸君 （中津川センターＲＣ）

ニコボックス
★本日はメーキャップにおじゃまさせて頂きました。宜しくお願
中津川 CRC 郷原基幸君
可児 力委員長
小澤賢一君 郷原基幸君（中津川 CRC） い致します。
★林会長は例会欠席となります。信頼おける鶴田副会長のお話に
ご期待ください。新会員の皆様の卓話楽しみにしています。よ
ろしくお願いいたします。
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君
★先週は佐藤八郎ガバナー補佐の公式訪問を受け、会長・役員・
新入会員の皆様御苦労様でした。
伊藤 昇君
★本日は新会員卓話です。私の最も楽しみの卓話です。よろしく
親睦委員会
新会員のみなさんによる卓話
お願いします。
可児 力君
安藤正樹委員長
佐藤 均君
光岡要次郎君
★鶴田副会長、会長代行お疲れ様です。副会長のお話を聞くこと
ができないこと、残念です。理事研修、新会員研修お疲れ様で
した。
鈴木 力君
★≪ありがとうございました≫先週親睦委員会の木曽駒トップ
セミナーに参加させて頂きました。採点のカラオケの調子が悪
く、１００点満点の方がありました。
鈴村正樹君
★鶴田副会長代行おめでとうございます。楽しみです。新入会員
近藤直樹君
木村倫典君
谷口勇敬君
の皆さん卓話よろしくお願いします。
鳴海伸明君
★新会員の卓話をさせて頂きます。
佐藤 均君
９月の曲紹介 Hawaiian Slack Key Guitar Masters Collection
ハワイアンスラックキーギターは、
★・会長の時間、鶴田副会長のお話とても楽しみです。よろしく
1830 年代にスペインやメキシコのカウ
お願いします。
ボーイたちがハワイの農場にギターを
・新会員 佐藤君、光岡君、近藤君、木村君、谷口君、松田君、
持ち込んでから発展し、その後 19 世紀
卓話よろしくお願いします。
田口義也君
末には広く知られるようになった。ス
★本日所用の為、欠席させて頂きます。新入会員の皆様、担当の
ラックキーという名前は、オープンチ
安藤理事、よろしくお願い致します。
勝野安和君
ューングにするために弦をスタンダー
ドなチューンよりすこし緩めることか
★親睦委員会メンバー新会員の卓話、よろしくお願いします。
ら呼ばれるようになった。親指はバスライン、残りの 4 本
安藤正樹君、吉川義康君、小縣一夫君
の指でメロディーと即興部分を演奏する。ドック・ワトソ
★鶴田副会長、本日はご苦労様です。新会員のみなさま、卓話楽
ンのようなカントリーの名手のつまびきを思い起こす人
しみにしています。
志津竜良君、三宅正朗君
もあるかもしれないが、風が吹き抜けるような広々とした
本日のご申告
３８．５ポイント（累計２３５．５ポイント）
質感はこのギター独特のもの。もともとはグループ演奏の
たくさんのご申告、ありがとうございました。
補足役として用いられたが、近年になってスポットライト
をあびるようになった。
友愛の席
松月堂
栗きんとん
出席者報告

ニコボックス発表

ビジター

他クラブのご案内
中津川センター＝９月１１日（月）１２日へ移動
９月１８日（月）法定休日
９月２５日（月）２１日へ移動
恵 那＝９月１９日（火）休会
多治見西＝９月１６日（土）11:00 点鐘 ２８日振替休会

新栗を丁寧に炊き上げ、茶巾絞りに仕上げました。
口に広がる栗本来の風味をお楽しみ下さい。

ロ ー タリ ー レー トの お 知 ら せ
2017 年 9 月は １㌦＝109 円になります。（8 月は 111 円）

