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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１１月１６日 №2958.59.60 – 60 – 17.18.19

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．米山功労者表彰・１１月のお祝い
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
「米山奨学５０周年」 村橋 元 PG
／米山奨学委員会担当
11．閉会点鐘
今後の例会予定

１１月 ２３日＝法定休日
３０日＝普通例会 洋画家 笠木 茂氏 卓話
「青邨先生が目指されたもの」／地域活動委員会
＊１１月度定例理事会 13：35
１２月 ７日→２日（土）
国際交流事業「野球教室＆トークショー」に移動
／国際交流委員会
夜明け前スタジアム 9：30～
１４日＝年次総会・忘年会
／会長、親睦委員会
長多喜 18：30～
２１日＝普通例会
／社会奉仕委員会
中津川商工会議所会頭 杉本 潤氏 卓話
＊１２月度定例理事会 13：35
２８日＝クラブフォーラム
／林会長
神戸館 11：30～

ゲスト紹介

2017～米山記念奨学会

理事

規定審議会 代表

2017～18 年度 米山記念奨学会 理事
規定審議会 代表

村橋 元君（むらはし はじめ）
（本巣ＲＣ）

生年月日

昭和 18 年(1943)6 月 28 日 74 歳
勤務先
(株)ユニオン 代表取締役会長

ロータリー歴
1978 年

本巣 RC 入会

1986～1987 年

本巣 RC 幹事

1993～1994 年

本巣 RC 会長

2008～2009 年

岐阜西濃分区ガバナー補佐

2010～2011 年

地区拡大増強委員会委員

2012～2013 年

ガバナー
米山功労者（マルチプル）
マルチプルポールハリスフェロー
ベネファクター
メジャードナー

2016～2017 年

RI 第 2630 地区
会員増強部門担当諮問委員

原 眞平写真館 その 3 ～紅葉の定勝寺～

今後のお知らせ
◎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 ２日（土）６０周年記念事業及び国際交流事業
「ドラゴンズ野球教室＆トークショー」
場所：夜明け前スタジアム（野球教室）
東美濃ふれあいセンター（トークショー）
◎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

木曽郡大桑村須原 定勝寺にて

ニコボックス

～１０月２６日～の記録

★本日は情報・研修委員会による「ロータリーの現状とその

７月度のお祝
規定」です。鈴木委員長の深い洞察力からのクラブの規定
い 結婚記念
日 と財政のお話はこれからの運営のために重要な内容です。
どうぞ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

★鈴木 P・P さん卓話ご苦労様です。ご熱心な調査静かに拝
聴いたします。

出席報告
７月度の
お 祝 い
結婚記念
日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
10/19 補正出席率

39／70
56／70

55.71％
80.00%

会員総数７５名、出席免除者５名

伊藤 昇君

★鈴木パスト会長、本日の卓話よろしくお願いします。
可児 力君

★ 本日の卓話、情報・研修委員会担当例会です。吉川義康
君の応援を受け行います。宜しくお願い致します。
鈴木 力君

出席報告
可児 力君

ニコボックス発表
小縣一夫君

会長の時間
林 彰会長

★鈴木情報・研修委員長、卓話楽しみにしています。
原 満夫君

★鈴木力委員長、吉川さま今日の例会よろしくお願いしま
す。私が会長の時に委員会として取り組んでいただいた財
政適正化について、私が説明すべきところです。今日欠席
となってしまい申し訳ありません。

鳴海伸明君

★鈴木パスト会長本日卓話よろしくお願いします。塚田晃君
★本日の情報・研修委員会担当の卓話、楽しみにしています。

情報・研修委員会担当卓話
鈴木 力委員長

鈴木力委員長よろしくお願いいたします。

～１０月２９日～の記録
吉川義康君

★人生の大先輩の力さんのお話を楽しみに来ました。
杉本 潤君

★鈴木パスト会長の卓話、謹んで拝聴します。 長野和史君
★本日の卓話、出張の為、お聴き出来なくて残念です。申し
訳ありません。

財政健全化についての説明
吉川義康君

勝野安和君

出席報告
７月度の
お 祝 い
結婚記念
日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
10/26 補正出席率

70／70
52／70

100％
74.28%

会員総数７５名、出席免除者５名

★鈴木力パスト会長、本日の卓話心して勉強させて頂きま
す。宜しくお願いします。

田口義也君

★今日は情報・研修委員会の担当です。吉川さんよろしくお
ふるさとじまん祭 菓子まつりにて

願いします。鈴木力さんいつもいつもご迷惑ばかりかけて
申し訳ありません。よろしくお願いします。 鶴田 温君
★先週は職場移動例会恵那眼鏡工業様へ多数出席して頂き
ましてありがとうございました。

佐藤好哉君

★鈴木力委員長卓話宜しくお願いします。

齊藤 隆君

★10 月 24 日は「世界ポリオデー」でした。ポリオ症例数
は、1988 年以降 99％減少し、今年は３カ国で 27 件でし
た。症例は減少していますが、紛争地での広がりが危惧さ

～１１月５日～の記録
出席報告
７月度の
お 祝 い
結婚記念
日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
10/29 補正出席率

69／69
70／70

会員総数７４名、出席免除者５名

れています。皆様のご寄付に生かされています。感謝して
おります。

財団担当委員 吉村 庸輔

★本日の鈴木力委員長の卓話しっかり拝聴いたします。
志津竜良君、三宅正朗君

★先日は結婚記念日の祝いに素敵な花をありがとうござい
ました。

大鋸伸行君

★鈴木パスト会長卓話拝聴させていただきます。結婚記念日
のお花をありがとうございました。

山本 亮君

本日のご申告 ４９．５ポイント（累計 467.5 ポイント）

100％
100%

秋の中山道 六斎市にて
１１月のお祝い

安藤正樹君 ご夫妻・・・１日
７月度のお
武川典靖君 〃 ・・・７日
祝い 結婚
勝野安和君 〃 ・・・１２日
田口義也君 〃 ・・・２０日
記念日
木村倫典君 〃 ・・・２３日
佐藤好哉君 〃 ・・・２５日
塚田 晃君 〃 ・・・２８日
市川 誠君 〃 ・・・３０日

クラブテーマ【 地域と共にロータリーの輪を広げよう 】
１０月度定例理事会 開催報告
（６）
「中津川センターRC との合同例会」決算について

2017 年 10 月 26 日（木）２階会議室にて 13：35～

／親睦委員会担当

出席者：林 彰君・波多野一夫君・鶴田 温君・塚田 晃君
田口義也君・志津竜良君・後藤大作君・可児 力君
安藤正樹君・佐藤好哉君・前野求重君・桂川邦俊君
三宅正朗君

会長挨拶

９月２１日(木) パルティール 18：30～
参加者 中津川ＲＣ
中津川ｾﾝﾀｰＲＣ

４６名+事務局
３８名+事務局 ／計８６名

☆承認

議長：会長 林
彰
司会：幹事 後藤大作 (７)「職場訪問例会」決算について ／職業奉仕委員会
１０月１９日(木)
参加者 30 名＋事務局
☆承認

【議題】
（１）１１月・１２月の例会プログラムについて
／例会運営委員会

☆承認

（８）
「野球教室＆トークショー」移動例会について
／国際交流委員会

（２）１１月・１２月度定例理事会について ／幹事 ☆承認

事業名：
「ドラゴンズ野球教室＆トークショー」
中津川ＲＣ60 周年記念事業及び中津川ＲＣ国際交流事業
１１月３０日(木)例会終了後 ２F 小会議室
開催月日：2017 年 12 月 2 日（土）9：30～14：00
１２月２１日(木)例会終了後 ２F 小会議室
開催場所：夜明け前スタジアム（野球教室）
、
東美濃ふれあいセンター（トークショー）
主催：中津川ロータリークラブ
共催：中津川市トップアスリート交流事業実行委員会
（３）２０１７～２０１８年度会長ノミニーについて
協力：中津川体育協会、中日新聞代理店会、地元大学生
／役員理事指名委員会
☆承認
参加対象者：小学生１５０名程度とその保護者
役員指名委員長 糸井川均君より、吉川義康君を選出
吉川 義康 君 （１９４８年５月２１日生まれ）
ロータリー歴
２００１年 ９月入会
２００４～２００５年 理事（社会奉仕担当）
２００８～２００９年 理事（社会奉仕担当）
２０１０～２０１１年 理事（職業奉仕担当）
２０１４～２０１５年 幹事
２０１６～２０１７年 理事（国際奉仕担当）

スケジュール
９：１０ 集合
９：３０ 開会式 中津川ＲＣ 林会長 挨拶
１０：００ 野球教室開始
１１：４５ 閉会式・記念撮影
１３：００ 第一部トークショー
ＲＣ６０周年実行委員長 鳴海 伸明 挨拶
１３：３０ 第二部トークショー
１４：００ 全体記念写真
☆承認

（４）退会申請について／幹事
太田 聡君より１０月３１日を以って退会申請あり
☆承認

（９）
「年次総会・忘年会」予算について／親睦委員会担当
１２月１４日（木）
「長多喜」１８：３０～
【確認事項】

（５）
「ガバナー公式訪問 3ＲＣ合同例会」決算について
／親睦委員会
開催：９月１２日（火）
「恵那峡グランドホテル」
参加者：中津川 RC35 名、中津川 CRC33 名、恵那 RC39 名
ガバナー、地区幹事、ガバナー補佐、合計 110 名
＊会場使用料が参加者頭割りに変更されました。
☆承認

・１２月 ２日の予定について
１２月２日は国際交流員会の事業
「野球教室＆トークショー」とＩＭが開催されます。
２日の行動はこのようにいたします。
ＩＭ参加者は１１：００からスタンドで昼食をとって
いただき、１１：４５閉会式・記念撮影後、マイクロ
バスにて多治見市産業文化会館に移動をします。
（予定）

米山功労クラブ感謝状

第 28 回米山功労クラブ(100 万円毎) 2017 年 7 月
中津川 RC 特別寄付金(個人)合計額 28,413,600 円

米山記念奨学会表彰者

特別展 出前授業 ～南小学校～ 10 月 26 日

第２８回 米山功労クラブ 中津川ロータリークラブ
第８回米山功労者マルチプル 松田周一君
第６回
〃
原 眞平君
第５回
〃
嶋崎兼之君、鈴村正樹君
塚田 晃君、中田智洋君
第4 回
〃
吉川義康君
第２回
〃
小川剛弘君、加藤景司君
後藤大作君、酒井康孝君

南小学校では原益彦氏による出前授業が開催されました。

特別展 出前授業 ～坂下小学校～ 10 月 28 日
坂下小学校では学芸員の
上田知美さんによる出前授業
が開催されました。

11 月の曲紹介

SHADOWS IN THE NIGHT

第２回 IDM 委員会開催報告
１０月２６日（木）更科にて、ＩＤＭ委員会が開催され、美
味しいお酒と料理で、楽しい時間を過ごすことができまし
た。次回開催は来年２月２２日（木）です。

BOB DYLAN

ボブ・ディラン通算 36 枚目、2015 年のスタジ
オ・アルバム。自らがプロデュースを手掛け、す
べて一発録りで録音。
歌い継がれてきたスタンダード・ナンバーにディ
ランが新たな命を吹き込んだ一枚。このアルバム
をは、すべて一発録りで録音され、オーバーダブ
も施していない。
ボブ・ディランのコメント
「自分ではこれらの曲はどう見てもカヴァーとは思っていない。も
う十分カヴァーされてきた曲たちであり、カヴァーされすぎて本質
が埋もれてしまった。私とバンド・メンバーがやっているのは、基
本的にそのカヴァーを外す作業だ。本質を墓場から掘り起こして、
新たな命を吹き込んだのだ」

吉村委員長挨拶

林会長挨拶

他クラブのご案内
中津川センター＝11 月 27 日(月) 特別休会
瑞 浪＝11 月 19 日（日）点鐘 9：30 松野湖清掃 松野湖
※17 日（金）からの移動
＝11 月 25・26 日（土・日）点鐘 7：30
1 泊家族例会（武生府中 RC 交流例会）越前市近辺

いい笑顔です！
鶴田副会長の締めの挨拶

