創立 1958.6.15（No.266）

クラブテーマ【 地域と共にロータリーの輪を広げよう 】
２０１７年１０月７日 №2954 – 60 – 13

創立６０周年記念事業

本日の例会プログラム
平成 29 年 10 月 7 日（土）8:45～9:20 於：苗木遠山資料館
１． 開式
２． 主催者あいさつ
中津川 RC 林 彰会長
３． ご来賓あいさつ
４． 助成金受託
公益財団法人十六地域振興財団
（十六銀行中津川支店 谷口勇敬支店長）
５． テープカット
６． 閉式

会長の時間

林 彰会長

「16歳の見ていた明治 」その5
明治34年(1901年)、その時、16歳廉造(れんぞう)の見てい
た明治です。(ロータリークラブ発祥の地シカゴが始まった
」
のは、1905年です。) 中津川は、山深い土地でありながら
中央の動静に敏感で、進取の気性に富んだ地域でありまし
た。 中川とも、市岡のぶ介、前田廉造、この3人はこの地
で育った。彼らの家は中山道沿いのすぐ近くであり、子供
時代を一緒に過ごしてきた。
・五つ下の中川ともは、父が中津川の旧家で初代中津川町
長を務め、絵が好きな旦那衆の一人であった。当時女性で
は珍しかった女性教師をしながら絵を描き、41歳で教職を
辞し絵画に専念していきます。
・市岡のぶ介は、廉造の同級生です。後に初代中津川市長
を務めた人物である。祖父は、作家 島崎藤村の「夜明け
前」に登場する平田派国学者の実在モデルの市岡殷政であ
った。
・廉造少年は、このように優れた人々の中で文化に関心高
い環境で育ちます。小学校の卒業後には実家の食料品店を
手伝いながら世の中の激動ぶりに大いに関心を持って、こ
の時代を見ていた。この年代を押えると、
1853年 ペリー黒船来航
1858年 日米修好通商条約締結・・・開国
1868年 明治元年
1889年（明治21年） 大日本帝国憲法公布
1894年（明治27年）～1895年（明治28年） 日清戦争
1901年 (明治34年) 16歳廉造(れんぞう)が見ていた明治
1904年（明治37年）～1905年（明治38年） 日露戦争
1914年（大正3年）～1918年（大正7年） 第一次世界大戦

鎖国を解いてから僅か37年後（明治に入ってから27年後）
には、大国である清に攻め入り（正確には朝鮮を巡る戦
い）
、さらに10年後には日露戦争へ突入していきます。
想像以上に社会（国）は揺れ動き、国家はもちろんのこと
家庭もそれに引きづられる形で影響を受けていたと思われ
ます。当時の明治の人口3,700万人であり、約半分が男
子、その中から大陸へ駆り出して行ったのでした。廉造が
10歳の時に日清戦争となり、世界の帝国主義の時代に突き
進んでいきます。見事に日清戦争に勝って列強の仲間入り
し、存在感を増していく大日本帝国の躍進、この心躍らせ
る大人達の中に身を置いていたと思います。政府の外交交
渉とともに国際地位が上がる中、産業の育成・軍備の強化
を、さらに富国強兵を進めます。明治国家の女性の役割
は、新たに定められた民法「家制度」により、その時の世
相を反映し、今とはずいぶん乖離していたのです。今日の
グローバル化の中で男女均等な社会と比較すると、とても
女性には辛いものでした。そこに見える明治女性の立ち位
置を、
「袈裟御前」に重ねて、その創作へと踏み出してい
きます。

９月度定例理事会 開催報告
【議 題】
１) １０月・１１月の例会プログラムについて
／例会運営委員会
１０月 ５日→７日（土）６０周年記念事業
特別展「ふるさと中津川の先人 前田青邨」
オープニングセレモニー /６０周年実行委員会担当
場所
中津川苗木遠山史料館
時間
8:45～9:20
１２日＝普通例会 伊藤 昇ＰＰ卓話
「青邨さんってどんな人？」
／社会奉仕委員会担当
１９日＝職場訪問例会 「恵那眼鏡工業㈱訪問」
／職業奉仕委員会担当
12:00 昼食 ドライブインひだ路「元越」
13:00 例会・工場視察
２６日＝普通例会 鈴木 力ＰＰ卓話「中津川ロー
タリークラブの現状とクラブ規定につい
て」
／情報・研修委員会担当
１１月 ２日→１０月２９日（日）ふるさとじまん祭菓子
祭りに移動
９日→５日（日）秋の中山道六斎市まつりに移動
１６日＝普通例会 卓話 村橋 元ＰＧ
「米山奨学５０周年」
／米山奨学委員会
２３日＝法定休日
３０日＝普通例会 卓話 洋画家 笠木 茂氏「青
邨先生が目指されたもの」
／地域活動委員会
☆承認
２）１０月・１１月度定例理事会について
／幹事
１０月２６日(木)例会終了後 ２F 小会議室
１１月３０日(木)例会終了後 ２F 小会議室
☆承認
３）会則改定について
林 彰会長
ＣＬＰ戦略委員会より会則改定の上程を致します。
《会則》第４条[会 員]
１.本会の会員は正会員とゴールド会員とシルバー会員の三
種類とする。以下の項目３を追記する。
３.シルバー会員は正会員の中から次の２つの条件を満たし
た者とする
（1）毎年６月末現在、年齢が 70 歳以上で、15 年在籍を超
えた者
（2）当該会員の世代交代対象の新会員を入会させた者
但し 会長に自己申請して当該年度末の理事会で承認され
た者
但し シルバー会員は次の特典と義務を有する
① パスト会長会議の構成員となる希望する委員会に所属
することが出来る
② 年会費は運営規則で定める額の 50％を７月に全納する
ものとする

① 定時総会・年次総会・創立記念の 3 例会は出席義務
とするもその他例会は免除者となる
② パスト会長会議の構成員となる希望する委員会に所
属することが出来る
③ 年会費は運営規則で定める額の 50％を７月に全納す
るものとする
④ 会報・例会・行事案内等の通知は全て郵送で受け取
ることが出来る
⑤ クラブの例会行事への参加は事前通知すれば出席す
ることが出来る例会を除く行事参加費は出席の都度
会員と同額を支払うものとする
⑥ 他クラブへの例会出席は正会員としてメイキャップ
することが出来る
⑦ シルバー会員がゴールド会員の条件を満たした時は
会長に自己申請して当該年度末の理事会で承認をえ
てゴールド会員なることが出来る
⑧ 身分終結は無く永久会員であり続けることを原則と
する
☆承認
４) 事務局員採用について
事務局員選考委員会
９月１２日 書類選考、９月２１日面接選考の結果、今井
智子さんを採用することとします。
雇用開始日 ： １０月２日（月）より
☆承認
５）事務局員採用に当り、引き継ぎに係る事務局労務費繰
入について

／幹事
☆承認
６）
「東美濃」ナンバー導入への賛同について ／幹事
☆承認
【確認事項】
◎財政適正化に関する提言について
／林 彰会長
ＣＬＰ戦略委員会より財政適正化についての提言があ
ります。
１． 目的
中津川ロータリークラブは第５８期において、今後の財政事
情を勘案し、会員の入会金、年会費の検討を行った。
その結果、入会金は従来１０万円のところを５万円下げて新
たに５万円とし、年会費は財団と米山寄付金の２万円を含ん
だ２４万円とすることで実質２万円の減額を実施した。そし
て、今回はさらに周年事業の見直しを行い、地元に密着した
ロータリークラブ運営ができる健全な財政を目指して検討を
行った
２． 提言内容
（ア）周年事業の見直し
「過去の周年事業」 において、平均 8,929,353 円の
事業費が使われているが、これは、年間１８０万円を５
年間で積み立てる金額になる。昨今、他のロータリーク
ラブでは、規模の大きな周年事業は行われなくなってお
り、今後はさらにスリム化した周年事業を検討すること
が必要と思われる。
（イ） 提言
「05 周年にかかる費用は、通年の事業運営の扱いで行う
こと」として、今後の各年度に申し伝えていきたい。
◎今後の予定の確認
【報告事項】
事
（後援）

／幹
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【報告事項】
／幹事
（後援）
「市内 de オリンピック」 1 万円 地域協賛事業費から支
出しました

前回の記録

～９月２８日～

出席報告
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率

43／70

61.43％

７月度の
9/21 補正出席率
70／70
100%
お 祝 い
会員総数７５名、出席免除者５名
ニコボックス
結婚記念
日
★本日は 60 周年実行委員会によるｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑです。60 周
７月度のお祝
年記念事業がもうすぐ始まります。皆様のご協力なく
い 結婚記念
しては成功もありません。お世話になりますがどうぞ
日
よろしくお願いします。原益彦様青邨展では大変お世
話になっております。ありがとうございます。本日の
卓話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

今後の例会予定

１０月１２日＝普通例会 伊藤 昇 PP 卓話
「青邨さんってどんな人」
／社会奉仕委員会担当
１９日＝職場訪問例会 恵那眼鏡工業㈱訪問
12:00～12:40 ドライブイン「元起」
（苗木）
にて食事
移動
13:00 移動後、開会点鐘
／職業奉仕委員会担当
２６日＝普通例会
／情報・研修委員会担当
１１月 ２日＝１０月２９日（日）
ふるさとじまん祭菓子祭りに移動
９日＝５日（日）秋の中山道六斎市に移動
１６日＝普通例会 卓話 村橋 元ＰＧ
「米山奨学５０周年」 ／米山奨学委員会
２３日＝法定休日
３０日＝普通例会 卓話 洋画家 笠木 茂氏
「青邨先生が目指されたもの」
／地域活動委員会
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２１日（土）第２回 財団セミナー
◎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
◎１２月 ５日（火）中津川４クラブ会長幹事会議

ホスト：中津川ＪＣ

★原さん卓話ありがとうございます。青邨のお孫さん小
島兄弟は一緒に第 38 回甲子園にでております事も紹
介願います。
丸山輝城君
★中津川市図書館長補佐原益彦さん本日の卓話よろしく
お願いします。
可児 力君
★原益彦図書館長補佐のご来会をご歓迎申し上げます。
卓話拝聴させて頂きます。よろしくお願いします。
原 眞平君

★去る 9 月 24 日同好会ゴルフコンペに多数参加頂きあ
りがとうございました。会長より 3 位の賞品を提供頂
き目出たく入賞いたしました。ありがとうございまし
た。
吉村敏博君
★本日、60 周年実行委員会担当例会です。中津川市図書
館長原益彦様卓話よろしくお願いします。
60 周年特別委員会・市岡孝之君、鳴海伸明君、市川誠君

★広報なかつがわ１０月号の表紙に地歌舞伎・記載され
ました。皆様のご支援に感謝致します。 波多野一夫君
★本日の卓話、中津川市図書館長補佐原益彦よろしくお
願いします。
田口義也君
★原益彦様ようこそ卓話楽しみにしております。
勝野安和君

★先日の合同例会、多くの出席をいただき、ありがとう
ございました。
親睦委員会・安藤正樹君
★先日の同好会のコンペご苦労様でした。飛び入り参加
でありながらハンディとメンバーに恵まれて優勝させ
ていただきました。ありがとうございます。志津竜良君
★先日、結婚記念日にお花を頂きありがとうございまし
た。
鈴木康之君
本日のご申告 ３５．５ポイント（累計 ３３７．５ポイント）

たくさんのご申告、ありがとうございました。

他クラブのご案内
中津川センター＝１０月９日（月）法定休日
恵 那＝１０月１０日（火）休会
１７日（火）10:00 点鐘
企業訪問 協和ダンボール

特別展に関する新聞掲載記事

三野新聞 １０月１日

市内小中学校への 出前授業が始まりました

特別展「ふるさと中津川の先人 前田青邨」の一環
として、学芸員の講師による市内小中学校への出前
学習会が始まりました。９月２７日（水）には加子
母中学校では学芸員の原 益彦氏による授業が行
われました。

中日新聞 １０月４日朝刊

１０月３日（火）には西小学校におきまして学芸員
の上田智美さんによる出前授業が行われました。
今後も福岡小学校（１０月２５日）
、南小学校（１
０月２６日）
、坂下中学校（１０月２７日）
、坂下小
学校（１０月２８日）において、出前授業が行われ
ます。

読売新聞 １０月４日朝刊

また、鑑賞授業として市内小中学生による特別展へ
の来場も始まります。
校長会
１０月１１日
西小学校
１１日、１２日
山口小学校
１３日
苗木中学校
１７日
加子母小学校
１８日
加子母中学校
１８日
第一中学校
１８日、２０日
下野小学校
１９日
川上小学校
２４日
阿木小学校
２４日
付知北小学校
２４日
神坂小学校
３１日
南小学校
１１月 １日
福岡小学校
２日

