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卓話者プロフィール
2017～米山記念奨学会 理事
規定審議会
代表
例会運営委員会

本日の例会プログラム

つちや

副委員長

だいじろう

土屋 大二郎君

１． 開 会 点 鐘
２． ソング＝「我らの生業」

生年月日：昭和 20 年（1945 年）3 月 14 日 (72 歳）

３． ゲスト、ビジターの紹介

勤務先：社会福祉法人五常会理事長、中部大学名誉教授等

４． 食事と交歓
５． 出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
６． 会長の時間

／例会運営委員会担当

７． 卓話

土屋 大二郎君
テーマ「日本経済と人手不足問題を考える」
８．閉 会 点 鐘

昭和 43 年 東京大学文学部社会学科卒業
昭和 44 年 東京大学社会学系大学院中退
株式会社三井銀行入行
（欧州課長・本店営業部次長・パリ支店長・
ロサンゼルス支店長等歴任）
平成 10 年 さくら総合研究所（現日本総合研究所）
代表取締役専務
平成 13 年 中部大学経営情報学部教授（平成 28 年より名誉教授）
平成 27 年 社会福祉法人五常会理事長
平成 28 年 6 月 ロータリー入会
現在に至る

会長の時間

「五輪の理想」

林 彰会長

氷点下 20 度以下まで冷え込んだ平昌(ピョンチャン)、冬季五輪大会が 9 日から開幕しました。
アジアでの冬季五輪の経歴は、'72 年の札幌、'98 年の長野に続いて 3 度目が、この度の韓国の開催である。
史上最多の 92 ヵ国・地域から約 2,900 人の選手が参加し、各国の選手団の入場行進が始まるなかでのこと。その開会式の
映像から、文大統領の貴賓席で互いに目をそらす首脳たち。政治色を浮き彫りにする大会となりました。北朝鮮の妹は、アイ
スホッケー女子合同チームや「微笑み外交」で目を奪いつつ南北首脳会談を誘う。安倍首相は、北朝鮮の団長に拉致問題、核
ミサイル放棄を要求し。ペンス米副大統領は、五輪の理想はあるとしても北への決意は揺るがないと。25 日まで、7 競技 102
種目もあるのだそうです。
そんな環境下のなかでも世界からの選手は、ベストを尽くしてフェァーに戦う試合を展開しています。スマホ、テレビ観戦
し、日の丸をしっかり応援したい私たちです。
この機会に、オリンピック精神の変化を追ってみたい。1896 年、アテネで行われた夏季オリンピック最初の大会として開
催された。冬季オリンピックの初回は、1924 年にシャモニー（フランス）で開催された。オリンピックが世界的大イベントに
成長するに従って政治に左右されるようになり、ユベロス大会組織委員長の指揮のもとオリンピックは、ショービジネス化し
た。スポンサーを「一業種一社」に絞ることにより、スポンサー料を吊り上げ聖火リレー走者からも参加費を徴収することな
ど「オリンピックは儲かる」に変わった。各国のオリンピック委員会とスポーツ業界の競技レベル・政治力・経済力などが問
われる総力戦の様相を呈する様になった現在である。
誘致運動だけですら途方もない金銭が投入され、ドーピングの問題や過度の招致合戦による IOC 委員に対する接待や賄賂な
ど、倫理面にまつわる問題が度々表面化している。
そして、この後は、'20 年の東京、そして'22 年の北京と、東アジアで連続して開催が進んでいきます。日米韓が平和へ
の渇望と不安を募らせていた 2018 年の冬季平昌大会と記録されるだろう。五輪の掲げてきた理想に、
「変化をもたらす」を望
むところです。

～２月８日～の記録
出席報告
７月度の
お 祝 い
結婚記念
ニコボックス
日

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
1/25 補正出席率

30／69
62／69

43.47％
89.85％

「財団の今と働き方改革関連法案につい
て」と題して、卓話をいただきました。

会員総数７４名、出席免除者５名

卓話者
吉村庸輔委員長

★本日の例会は財団担当委員会担当です。吉村委員長よろしくお
７月度のお祝

い願いします。財団の現状とこれからの流れ等学びたいと思いま
結婚記念
日す。
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君
★ポールハリスフォローありがとうございます。ますます精進い
たします。

後藤大作君

★吉村さんの卓話拝聴します。

原 満夫君

★３月４日地歌舞伎お世話になります。山本亮主役・波多野一夫
脇役です。

台湾 花蓮県で発生した地震について
この度、台湾の花蓮県で大きな地震が発生し、甚大な被害が
出ています。
亡くなられた方々へのご冥福を心からお祈りするとともに、
被害に遭われた方に対し、心からお見舞いを申し上げます。

波多野一夫・山本亮君

★吉村財団委員長の卓話拝聴します。

塚田 晃君

★丸山パスト会長の卓話、出張の為拝聴できず残念です。またの
機会を楽しみにしております。

鳴海伸明君

★財団担当委員会の卓話、楽しみにしております。吉村庸輔委員
長、よろしくお願いいたします。

吉川義康君

本日のご申告 １７．０ポイント（累計 828.5 ポイント）

地震の状況について（台湾駐日代表処発表・抜粋）
２月６日２３時５０分（日本時間２月７日０時５０分）に台
湾の花蓮県で発生したマグニチュード６．０の地震は、花蓮
県及び宜蘭県南澳で震度７を記録し、多くの深刻な被災状況
が報告されています。台湾政府はただちに「０２０６花蓮地
震中央災害即応センター」を立ち上げ、救済活動を行ってい
ます。同センターが発表した２月１２日１８時のデーターに
よりますと、死者１６名、負傷者２９１名、行方不明者１名
となっています。
日本の警察や消防など７名の専門家による救援チームも８
日、被災地に到着し、捜索活動を開始しました。１０日、同
チームは３６時間にわたる活動を終え、現地を離れる前に、

開会点鐘
波多野一夫直前会長

雑誌の紹介
鈴村正樹君

出席報告
吉川義康君

被害状況が最も深刻だった「雲門翠堤ビル」に深く一礼し哀
悼の意を表されました。
蔡英文総統は２月８日の自身のツイッター及び１０日の総
統府ウェブサイトで、安倍晋三首相からのお見舞いのメッセ
ージおよび日本からの救援専門家チームの派遣に感謝の意
を表しました。

他クラブのご案内
ニコボックス発表
佐藤 均君

会長の時間
林 彰会長

ロータリー財団表彰（ポール・ハリス・フェロー）
後藤大作君

吉村財団担当委員長

鶴田 温君

中津川センター＝2 月 19 日(月) 創立記念夜間例会
更科 18：30
2 月 26 日(月) 企業訪問 オークマ㈱
3 月 5 日（月）合同例会
3 月 26 日（月）砂防工事見学例会へ移動
瑞 浪 ＝3 月 9 日（金）特別休会
3 月 19 日（月）３市５ＲＣ合同例会
場所：セラトピア土岐 17：00 点鐘
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ＝3 月 20 日（火）→19 日（月）に移動
３市５ＲＣ合同例会のため
場所：セラトピア土岐

行事予定

今後の例会予定
２月２２日＝普通例会

◎２月１５日（木）６０周年実行委員会委員長会議

卓話 山内幸子様
（さちコーポレーション代表）

テーマ「健口は健康！」／地域活動委員会担当

商工会議所３F 13：35～
◎２月１６日（金）東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議

※２月度定例理事会 13：35～

場所：瑞浪市 日吉屋 17：00～

３月 １日→４日(日) 東濃歌舞伎に移動

◎２月２２日（木）第３回ＩＤＭ 場所：勝宗 18:30～

東美濃ふれあいセンター会議室にて 12：30 点鐘
／親睦委員会担当
８日→５日(月)に移動
中津川 RC・中津川 CRC 合同例会ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙ AI にて
（ホスト：中津川 CRC） 18：00 点鐘
１５日＝普通例会

会員卓話

服部 愛弘君

◎２月２５日（日） 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 （ホスト：中津川 RC）
◎３月１日（木）６０周年実行委員会委員長会議
商工会議所３F 12：00～
◎３月１０日（土）
、１１日（日）
会長エレクト研修セミナー（PETS）

／職業奉仕委員会担当
２２日＝普通例会

会員卓話

岡山 金平君
／情報・研修委員会担当

◎３月１５日（木）６０周年実行委員会委員長会議

友愛の席

ショ コ ラ 日和

松月堂

商工会議所３F 13：35～

栗あ んに和三盆糖で化粧を 施し 、 一昼夜

◎３月２５日（日）
RC 同好会・親睦ゴルフコンペ
丁寧に乾燥し た「 中津川
霜日和」
を チョ コ レ ート で

※３月度定例理事会 13：35～
２８日→４月１日(日) 六斎市に移動 本町六斎市本部
にて 9：00 点鐘

コ ーティ
ン グ いたし ま し た 。
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
◎４月２２日（日） 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部（ホスト：中津川 CRC）
◎６月１２日（火）中津川四クラブ会長幹事懇談会 18：00～

第３回ＩＤＭ開催のご案内
委員長 吉村敏博
副委員長 原 政幸
●日 時：平成 30 年 2 月 22 日（木）18:30～
●場 所：勝宗
●会 費：3,000 円
～オープン参加歓迎です～
●毎回出席義務者
(役員）林会長、鶴田副会長、後藤幹事、塚田会場監督
波多野直前会長、田口会長エレクト、志津副幹事
鈴木力情報・研修委員長
(新会員) 土屋大二郎君、佐藤均君、光岡要次郎君、木村
倫典君、近藤直樹君、谷口勇敬君、鈴木正樹君、松田幸博君

（ホスト：中津川 CRC）

東濃歌舞伎鑑賞例会のご案内
3 月４日(日) 東美濃ふれあいｾﾝﾀｰ
例会 12：30 点鐘

（例会後、歌舞伎鑑賞）

中津川 RC 会員・歌舞伎出演者
波多野直前会長・仮名手本忠臣蔵出演 10：30～
山本 亮君

・恋飛脚大和往来出演 15：00 頃

中津川観光大使 市川笑三郎 特別披露 11：30 頃
素踊り 名所巡中津川宿（坂下篇）

●今回出席要請者 大鋸伸行君、小川剛弘君、桂川邦俊君
粥川正勝君、黒柳昌可君、坂巻祐史君、田口清男君
原 満夫君、前田僚之君、三尾泰一郎君、吉村庸輔君
吉村和子君、若森まり子君、前田雅生君

中津川 RC ゴルフ同好会
親睦ゴルフコンペのご案内
ゴルフ同好会会長：吉村敏博
幹事：麦島寛也
日 時：３月２５日（日） 9:37 スタート
場 所：ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
コンペ参加費：2,000 円（賞品代）
表彰式・親睦会：パーティールーム・コンペパック利用
登録最終締め切り：２月２８日（水）
～皆さまのご参加をお待ちしております！～

友愛の席

渋皮付マロンシャルマン ヤマツ

伝承の栗納豆作りの技を生かし、渋皮付き栗を
ブランデーで香り高く仕上げました。

事務局お休みのお知らせ
期間：２月２６日（月）、２７日（火）
期間中の連絡は後藤幹事までお願いいたします。

あの日 あの時

中津川 大洪水の話し

昭和 32 年 6 月 23 日災害

伊藤 昇
この年台風 5 号による、日雨量２２７ｍｍの集中豪雨により、中津川市内で山崩れや土石流が発生。
中津川に掛かる梶島橋が流失して手賀野松林地区とは完全に孤立してしまった。
大正 9 年に設立した川上の高橋発電所は流失、本州製紙中津工場の一部や引き込み線、貨車、貯木場は
大被害を被った。
また川上の宮前橋も流失、中村地区で中津川に面した田畑や島田住宅、下流の貯木場、家畜診療所、屠
殺場は一面土砂に埋まって何もなくなってしまった。
そこには市役所、文化会館、警察署、そして商工
会議所等はまだ何もなかった頃です。
その損害額は２億２１０万円。死者９名、民家・
工場の流失は３１戸の被害でした。
中津川橋も流れ、この年７月１９日は皇太子殿下の
お見舞いを受け、長多喜にお泊りになられました。

本州製紙前 梶島橋付近

本州製紙工場 護岸決壊

友愛の席

ショ コ ラ 日和

川上 宮前橋付近

松月堂

栗あ んに和三盆糖で化粧を 施し 、 一昼夜
丁寧に乾燥し た「 霜日和」 を チョ コ レ ート で
コ ーティ ン グ いたし ま し た 。

中部電力高橋発電所 上屋全壊

本州製紙専用側線駅付近 貨車転覆状況

