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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 】
２０１８年２月２２日 №2972 – 60 – 31

本日の例会プログラム

卓話者プロフィール

１．開 会 点 鐘
２．ソング＝「それでこそロータリー」

さちコーポレーション 代表

３．ゲスト、ビジターの紹介

やまうち

さちこ

山内 幸子様

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

＜略歴＞
1977 年 3 月

聖徳学園岐阜教育大学 卒業

4月

名古屋デンタル学院 入学

／会員増強委員会担当

1978 年 3 月

名古屋デンタル学院 卒業

山内 幸子様 （さちコーポレーション代表）

4月

７．卓話
テーマ：
「健口は健康」
８．閉 会 点 鐘

東山小児歯科 勤務

1987 年 4 月

中津川市 やまうち小児歯科

1989 年 11 月

医療法人哲楓会 理事就任

2006 年 11 月

個性心理学認定講師・カウンセラー資格
を取得

今後の例会予定
３月 １日→４日(日) 東濃歌舞伎に移動

2007 年 1 月

個性心理学 GiFU 支局設立 支局長就任

2008 年 11 月

日本メンタルヘルス協会
認定カウンセラー研究コース修了

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

＜資格＞

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
／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月度定例理事会 13：35～
２９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
４月 ５日＝普通例会 卓話
１２日＝６０周年記念式典

幼稚園教諭一級普通免許
歯科衛生士免許
個性心理学認定講師・カウンセラー資格
日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー
岐阜県子育てマイスター専門コース修了
一般社団法人日本 TC 協会認定
トリートメントコーディネーターActivty Leader

／６０周年実行委員会担当

＜活動内容＞

／６０周年実行委員会担当

子育て講座、歯科関係及び各種団体などで講演・研修

場所：パルティールプラス・AI
１９日＝普通例会 クラブフォーラム「地区協議会報告」
／田口エレクト担当
※４月度定例理事会 13：35～
２６日＝特別休会

小学校教諭一級普通免許

やまうち小児歯科内キッズルームにてカウンセリング
講演及びコミュニケーション講座など開催
子育て支援におけるカウンセリング
企業教育研修会実施
各種セミナー開催

会長の時間

林 彰会長

「羽生と小平の塞翁が馬」
17 日、英語で勝利インタビューを受
け、欧米人と自然体でハグをしている

猫になって、今は怒った虎になり高みを」また「オランダ
語の習得にノートを持ち歩き、スプーンはこう、塩はこ
う、単語を３回聞いたら覚えようと必死な熱意にも驚い
た」と、今ではカフェで会話を楽しんでいます。
平昌冬季五輪が始まって 10 日あまり、特に週末の 17 日

金メダリスト羽生結弦（23）を見て、

18 日の二日間が私を感動に引き込まれていました。この

私は拍手とともに涙し祝福していまし

二人の苦境をたゆまぬ努力が、気迫に満ちた復活劇へ、そ

た。

して勝者の真摯な姿に、今を生き抜こうと私は大いに勇気

「人間(じんかん)万事塞翁が馬」という

をもらっていました。

言葉があります。中国の故事に由来する、人生の幸不幸は予
測できないことの例えです。昨年 11 月の怪我以来、演技を
見せていない。平昌五輪のフィギュアスケート男子シングル
決勝、曲に合わせて演技を始めてすぐ、会場の空気を一気に
自分のものに、リンクを支配し、4 度の 4 回転ジャンプを着

～２月１５日～の記録
出席報告
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2/8 補正出席率

34／69
34／69

49.27％
49.27％

経て、五輪に仕上げて間に合わせるか。このギスランとの出

７月度の
お 祝 い
結婚記念
メーキャップ
日
杉本
７月度のお祝
鶴田
い 結婚記念
日
ニコボックス

会いが最強のタッグとなり金メダルを獲得、66 年ぶりの連

★本日の例会は例会運営委員会です。
可児委員長よろしくお願い

氷している姿だった。その瞬間、氷上に見事に銀盤のプリン
スが復活していました。
金メダリストの隣で写真に収まろうとする小太りの白人
男性が、カナダ人のギスランコーチです。右足首を痛めた羽
生にとって、そのジャンプを、いつ再開し、どういう段階を

覇は、こうして達成したと言えます。
１８日、平昌五輪スピードスケート女子５００メートル
で、小平奈緒選手（３１）が五輪新記録で悲願の金メダルに
輝きました。金メダルが決まった後、小平選手が歩み寄った

会員総数７４名、出席免除者５名

潤君、後藤大作君、勝野安和君
温君、山本 亮君、三宅正朗君（中津川 CRC）

７月度のお祝
します。
土屋大二郎君の今までの経験と知識からお話しされる
い
結婚記念
卓話楽しみにしております。
日
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★本日の例会卓話は土屋大二郎君。期待しつ、拝聴します。

のは、李相花（イ・サンファ）選手だった。銀メダルになっ

伊藤 昇君

た長年のライバル、涙を流す李選手に駆け寄って抱擁してい

★本日の例会は例会運営委員会担当例会です。
土屋副委員長に卓

た。
「五輪３連覇」が未完に終わったことを惜しみつつ韓国

話をお願いしました。よろしくお願いします。

可児 力君

語で「よくがんばった」と氷上で健闘をたたえ合う２人。国

★土屋大二郎さん卓話ありがとうございます。

丸山輝城君

際問題で対立する両国を乗り越えたその友情に、人間性も金

★本日の卓話よろしくお願いします。

鳴海伸明君

メダル級、拍手とともに目頭が熱くなっていた私です。

★本日の土屋例会運営副委員長、
入会后初めての卓話かと！楽し

小平のスケート人生も、この「人間万事塞翁が馬」で語
ることができます。 ２００９年３月に、信州大を卒業し所
属先が決まらずに困っていた小平を職員として受け入れた相
沢病院は、年間１５００万円ほどを支出するなど、小平の成
長を支えています。期待された１４年ソチ五輪で 5 位と表彰
台を逃した悔しさから、同五輪で２３個のメダルを獲得した
スピードスケート王国オランダへの留学を決意する。当時指

みに拝聴します。
★土屋さん本日の卓話たのしみにしています。

塚田 晃君
波多野一夫君

★土屋さん卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。
田口義也君

★例会運営委員会担当の卓話、楽しみにしております。土屋副委
員長、よろしくお願いいたします。

吉川義康君

★ポール・ハリス・フェローをいただきまして、ありがとうござ
います。

鶴田 温君

導を受けた１９９８年長野五輪女子２冠のマリアンヌコーチ

★昨日２月１４日の結婚記念日に素敵はお花のプレゼントあり

と出会いは、精神面を鍛え、トップスプリンターへと進化を

がとうございました。
二人とも結婚記念日さえ忘れかかってい

遂げていく。

ましたがおかげさまで気づけば２５年目の銀婚式でしたので

「ＢＯＺＥ ＫＡＴ(ボーイズカット)」
（オランダ語で怒
った猫）と愛称で呼ばれた小平は、前かがみになっていた肩
を「怒った猫」のように上げ、重心を低くしたフォームを意
識させるためだった。
マリアンヌコーチは語る、
「言葉が通じなかったので、怒
った猫の写真を見せたら、実際に変身しネズミから怒った

小さなケーキを買ってささやかなお祝いをいたしました。
誠に
ありがとうございました。

志津竜良君

★木曽路のふぐまつりにロータリークラブのみなさんに多数参
加していただきありがとうございました。

小縣一夫君

本日のご申告 ４０．０ポイント（累計 919.0 ポイント）

６０周年実行委員会（委員長会議）の開催
日時：２月１５日（金）１３：３５～
場所：商工会議所３Ｆ 会議室
議題：・各担当委員会の進捗状況の確認
・招待者リストの確認
・その他
出席報告
可児 力君

ニコボックス発表
谷口勇敬君

卓話者
土屋大二郎君

第２回岐阜東濃Ｇ会長・幹事・事務局連絡会議
日時：２月１６日（金）１７：００～
場所：日吉屋（瑞浪市）
議題：・グループの対外行事予定の確認
・地区に望むこと
・ガバナーへの要望
その他

友愛の席

ショ コ
ラ 日和
松月堂
行事予定
栗あ んに和三盆糖で化粧を 施し
、 一昼夜
◎２月２２日（木）第３回ＩＤＭ
場所：勝宗
18:30～
丁寧に乾燥し た「 霜日和」 を チョ コ レ ート で
◎２月２５日（日） 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ
コ ーティ ン グ いたし ま し た 。

臨時理事会（紙上）開催報告
議題：２月６日台湾地震災害見舞金の拠出について
三重ＲＣに１０万円を見舞金として送る。
☆承認

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！～

他クラブのご案
内

中津川センター＝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

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）
◎３月１５日（木）６０周年実行委員会委員長会議
商工会議所３F 13：35～
◎３月２５日（日） 中津川 RC 同好会・親睦ゴルフコンペ
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～
（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）
大堀さんのお孫さん（細江萌衣さん）も白波五人男に
出演します

友愛の席

恵那饅頭

二葉軒

味わい深い素朴な餡の甘味の酒蒸し饅頭

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。

ぞろめ

揃目 の

しゅうしゅう

蒐 集
伊藤 昇

運転免許証を返納した２０年ほど前は何処にでも自由に遊びに行けてた頃、ゾロ目の蒐集に凝り、切
手の初日カバー押印や各入場券の日付印集めをしておりました。
中津川駅は乗降客が多いので、少ない美乃坂本駅にターゲットを絞り、掲載した平成 11 年 1 月 1 日 11
時 11 分の入場券を手に入れようと、元旦の朝から準備をし、美乃坂本駅の待合室で時間が来るのを待
つ。
愈々時間となり 10 枚を申し込んで 9 枚目までは良かったが、１０枚目で日付輪転機は１２となってしま
い、1 枚はオシャカ残念。また、並び揃目も面白い。平成 10 年 11 月 12 日 13 時 14 分はまた別の楽し
み方もある。

中央線の中津川駅と多治見駅が開通したのは
明治 35 年 12 月。はじめは中津駅と呼んで
おり、昭和 57 年 12 月 21 日に
「開通８０周年記念大会」が行われて、
駅前をミニ機関車が子どもを乗せて走ったり、
新幹線車両の部品競売会も行われて、
車両ナンバー表を手に入れた。
主管は日本国有鉄道だ。

友愛の席

ショ コ ラ 日和

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 。

