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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４月５日 №2977,78 – 60 – 36、37

卓話者プロフィール

本日の例会プログラム
１． 開 会 点 鐘
２． 国 家 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． ４ 月 の お 祝 い・皆 出 席 表 彰
７． 雑 誌 の 紹 介（ロータリーの友・月信）

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

／60 周年特別委員会担当

恵那特別支援学校校長 安田 昭夫 様
テーマ：
「特別支援学校の現況」
１１．閉 会 点 鐘
今後の例会予定
４月１２日＝６０周年記念式典

／６０周年実行委員会担当

場所：式典･･･パルティールプラス フレスカ 17：00 点鐘
祝賀会･･･パルティールプラス ブラヴィアン 18：30～
二次会･･･パルティールＡＩ 20：45～
（１３日 朝食会 木曽路 8：00～）
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

５月 ３日＝法定休日 憲法記念日
１０日→１１日（金）に移動
／親睦委員会担当
恵那山ｳｴｽﾄﾝ祭りに移動 恵那山ｳｴｽﾄﾝ公園 10:30 集合
１７日＝普通例会
／ＩＤＭ委員会担当
会員卓話 大鋸 伸行君
２４日＝特別休会
３１日＝クラブフォーラム
「次期に向けて」／田口会長エレクト担当
※５月度定例理事会 13：35～

安田 昭夫様 58 歳（昭和 34 年生）
中津川市千旦林の農家の三男。
坂本生まれの坂本育ち、現在も坂本在住。
助産師の妻と教員の娘二人。
教員歴は、平成 29 年度までで 36 年。
うち 26 年を恵那特別支援学校に勤務。
昭和 57 年度より恵那高・恵那養護学校・東濃養護学校に講師・
教諭として勤務。
平成 21 年度に岐阜県教育委員会特別支援教育課課長補佐とし
て、恵那特別支援学校の一括移転を担当。
平成 22 年度より恵那特別支援学校・東濃特別支援学校で小学
部主事。
平成 25 年度より中津川市立付知中学校・恵那特別支援学校で
教頭
平成 29 年度より恵那特別支援学校長

会長の時間
林 彰会長
『60 周年式典にむけて～準備は着々 』
1958 年 6 月 15 日 28 名の先輩諸兄がチャーターメンバー
となり、中津川ロータリークラブの今日まで続く長い歩み
とその歴史を刻んで参りました。
これまで多くの先輩諸兄が広く意見を聞き、議論を重
ね、志ある行動によって築かれた奉仕の歴史と伝統は、
今日の奉仕活動の礎としてメンバーへ、多くの気付きと
学びを与えています。
そして今日(こんにち)私たちは、中津川クラブの確かな
自信となり、ロータリー活動の大きな力となっています。
これまでに活動を通して先輩諸兄の想いと、これまでに残
された功績に対し敬意を払い、鳴海 実行委員長、市岡副実
行委員長の元、多くの皆様と共に盛大に迎えるべく周到な
準備を進めて頂きありがとうございます。いよいよ来週の
4 月 12 日には、創立 60 周年式典を迎えます。
当日は来賓の方々をはじめ、三重扶輪社、会員ご夫人な
ど 150 名近くの方に御参加していただく予定です。
ご来場していただく皆様、そして私たちにとっても最高の
思い出となる記念式典及び祝賀会にしたいと思います。し
っかりとした準備、設営をして、最高のおもてなしでお迎
えしたいと思っております。
これに立ち向かう式典委員会、記念事業委員会、国際
交流委員会、記録委員会、事務局の皆さんには、メンバー
心を一つにして、当日のスケジュールや役割に、その準備
に余念がないところ大変ありがとうございます。
いよいよ、余すところ一週間です。さらに、皆様より
ご指導ご鞭撻のほど心よりお願い申し上げます。

創立６０周年記念事業 青少年育成事業開催報告
「体感！リニアのまち 大相撲中津川場所」

～３月２２日～の記録

出席報告

日時：４月２日（月）
場所：東美濃ふれあいセンター体育館

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/15 補正出席率

40／69
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75.36％

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
ビ
お ジ
祝 タ
い ー
結婚記念
堀
務君、小木曽輝栄君、郷原 基幸君、小木曽孝司君
日
丸山充信君、鈴木貴実隆君（中津川ｾﾝﾀｰ RC）

メーキャップ
塚田 彰君、伊藤 昇君、勝野 安和君、杉本 潤君
７月度のお祝
い 結婚記念
日

出席報告
可児 力君

碧海浜関と一緒に記念撮影

ニコボックス発表
谷口 勇敬君

会長の時間
林
彰君

ニコボックス
★本日の例会は情報研修委員会担当です。鈴木力委員長よろしく

７月度のお祝
お願いします。岡山パスト会長の全国の経済団体での経験から
い 結婚記念
日卓話を大変興味をもって拝聴させていただきます。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
★“卓話に期待”岡本Ｐ．Ｐの話は実に巧い。今日は楽しんで拝聴します。
伊藤 昇君

★岡山さん平成 23.4.1 の卓話記録をしっかり残してあります。
本日も期待しております。

丸山輝城君

★岡山Ｐ会長及び岐阜県商工会連合会会長、本日の卓話よろしく
お願いします。

卓話者紹介
鈴木 力君

テーマ：
「二つの経済団体の四方山話」と題し、商工会と
商工会議所のそれぞれの役割と違いから、岐阜県の事業
者を取り巻く現況や事業者減少が招く経済的損失、また
その本質的要因について、データに基づいてわかりやす
く解説いただきました。

可児 力君

★岡山さん、卓話拝聴します。

卓話者
岡山金平君

～４月１日～の記録

原 満夫君

★本日の例会は情報研修委員会の担当例会です。卓話は、岡山金平
さんにお願い致しました。大変楽しみです。宜しくお願い致しま
す。

鈴木 力君

★本日卓話をします。我慢して聞いて下さい。

岡山金平君

★岡山様の卓話慎んで拝聴させていただきます。よろしくお願い
します。

吉村敏博君

★岡山Ｐ会長の卓話楽しみにしています。拝聴致します。

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
3/22 補正出席率

69／69
52／69

100％
75.36％

会員総数７４名、出席免除者５名
７月度の
メーキャップ
お伊藤
祝 い
昇君、丸山輝城君、市岡孝之君、桂川邦俊君
結婚記念
７月度のお祝
日 結婚記念
い
日

波多野一夫君・長野和夫君
★本日は岡山金平ＰＰの卓話です。いろんな組織の役職を

務められご苦労様です。ご期待をして拝聴します。よろしくお願い
いたします。

塚田 晃君

★情報研修委員会担当の卓話、楽しみにしております。岡山パスト
会長、よろしくお願いいたします。

吉川義康君

★岡山岐阜商工会連合会会長卓話とても楽しみです。よろしくお
願いいたします。本日の次年度クラブフォーラム、役員・理事・
委員長の皆様よろしくお願いいたします。

田口義也君

★卓話を拝聴いたします。今後共中小企業の福利厚生にご尽力

ください。

酒井康孝君

本日のご申告 ３９．０ポイント（累計 1037.5 ポイント）

第７回 創立 60 周年実行委員会開催報告
3 月 29 日(木)中津川商工会議所 3F 小会議室にて
(11 名参加)
～創立 60 周年記念事業、各委員会より進捗報告～
① 青少年育成事業
「体感！大相撲
リニアのまち中津川場所」

② 記念式典・祝賀会
③ 三重来訪
④ 記念誌の発行

３月度定例理事会議事録
２０１８年３月２２日（木）
商工会議所２階会議室にて １３：３５～
出席者：林・波多野・鶴田・塚田・田口・三宅・可児・安藤
市岡・前野・桂川・後藤

会長挨拶
議題
１)４月・５月の例会プログラムについて／ 例会運営委員会
☆承認
２）４月・５月度定例理事会について
／幹事
４月１９日(木)例会終了後 ２F 小会議室
５月３１日(木)例会終了後 ２F 小会議室
☆承認
３）ＩＤＭ日程変更について
／幹事
５月１０日(木)→１７日(木)に日程変更
いちふみにて 18：30～
☆承認
４）
「中津川センタークラブ合同例会」決算について
／親睦委員会担当
開催:３月５日(月)「パルティール」にて 18：00 点鐘
参加者 91 名 ： 中津川 RC47 名、中津川ｾﾝﾀｰ RC42 名、
ガバナー補佐、次期ガバナー補佐
☆承認
５）６０周年実行委員会開催について
／幹事
開催日時 ： ４月５日(木) 13：35～14：35
開催場所 ： 例会会場
対
象 ： 全メンバー
議
題 ： １）６０周年記念式典、祝賀会
２）６０周年記念誌について
３）その他
☆承認
確認事項
・台湾の地震寄附金送金について
３月９日に１３万円を三重ＲＣに振り込みました。
・４月２日(月)６０周年記念事業・青少年育成事業
「体感！大相撲リニアのまち中津川場所」について
報告事項
・今後の行事予定について

４月の結婚祝い

原

みつお

満夫君
たかゆき

市岡 孝之 君
よしやす

吉川 義康君
けいじ

加藤 景司君
市川

ひろし

博 君
もとしげ

前野 求重君
かずお

長野 和夫君
たけひろ

小川 剛弘君
のぶあき

鳴海 伸明 君
としひろ

吉村 敏博君
皆出席表彰

ご夫妻 ・・・１日
〃

・・・１日

〃

・・・３日

〃

・・・８日

〃 ・・・１０日
〃 ・・・１１日
〃 ・・・１４日
〃 ・・・２０日
〃 ・・・２７日
〃 ・・・２８日

小澤 賢一君 ・・・ ３年

中津川 RC ゴルフ同好会親睦ゴルフコンペ
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

GROSS HDCP NET
優 勝：麦島 寛也君 86 15.6 70.4
準優勝：吉村 敏博君 81 9.6 71.4
３ 位：丸山 輝城君 86 13.2 72.8

行事予定
◎2018 年度地区研修・協議会 ４月１４日(土)11:30～
７月度のお
長良川国際会議場(主会場)・岐阜都ホテル（副会場）
祝い 結婚
◎中津川四クラブゴルフコンペ（ﾎｽﾄ：中津川
CRC）
記念日
４月２２日(日) 9:00～ ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川倶楽部
◎2018 年度地区研修・協議会 ４月１４日(土)11:30～
長良川国際会議場(主会場)・岐阜都ホテル（副会場）
◎ＩＤＭ委員会
５月１７日（木）１８：３０～
場所：いちふみ
◎中津川四クラブ会長幹事懇談会
６月１２日（火）18：00～場所未定（ホスト：中津川 CRC）
＜次年度委員会・理事会等の開催日＞
◎次年度例会運営Ｇ社会奉仕担当Ｇ特命担当Ｇ委員会開催
４月３日(火) 18:30～ チャイニーズ勝宗
◎次年度会員奉仕担当Ｇ・国際奉仕担当Ｇ合同委員会開催
４月５日(木) 18:30～ 更科
◎次年度職業奉仕担当Ｇ・情報研修担当Ｇ合同委員会開催
４月１０日(木) 18:30～ いちふみ
◎次年度理事会 ５月１７日(木)13:35～ 例会会場にて
◎青少年育成セミナー５月１３日(日) 9:30～
四日市商工会議所
◎岐阜東濃Ｇ次期会長幹事会
４月２５日(水) 14:30～ 多治見市産業文化センター

原 眞平 写真館 その８ ～市内本町公園～

あの時、この品物
～25 年前頃のテレホンカード～
・自然との調和（クラブテーマ）
中津川ＲＣ35 周年時
に発行されたもの

会長 伊藤 成章

・アルバトロス記念（平成 6 年 9 月 29 日）
ひるかわゴルフ場
中コース
４HOLE

他クラブのご案内

大堀 壽延君
資料提供

鈴木嘉進君

終活の整理整頓中に引出しから出て来たようです。
文責 鈴木 力

次年度クラブアッセンブリー開催報告
平成３０年３月２２日（木）午後６時～長多喜にて
出席者：田口義也君、前田僚之君、志津竜良君、林 彰 君、
吉川義康君、安藤正樹君、岡山金平君、原 眞平君、
鈴木 力君、可児 力君、長野和夫君、嶋崎兼之君、
齊藤 隆君、高田信浩君、酒井康孝君、桂川邦俊君、
吉村庸輔君、大鋸伸行君、鈴木康之君、山本亮君

中津川センター＝4 月 9 日(月) 花見例会 勝宗 12：00
4 月 21 日(土) 社会奉仕青少年事業
「地域創生フォーラム」
駅前にぎわいプラザ 12：00～
恵
那 ＝ 4 月 17 日（火）12：30 点鐘
企業訪問（株）バローホールディングス
瑞
浪 ＝ 4 月 6 日（金）点鐘 18：30（予定）
夜間花見例会の為 桜堂公民館
4 月 20 日（金） 点鐘 7：30
ベルフラワーカントリー倶楽部
モーニング例会
土
岐 ＝ 4 月 10 日（火）桜の木手入れ例会の為
土岐市総合公園（土岐市山神）
多治見西 ＝ 4 月 12（木）移動例会 恵那峡 時間未定
4 月 19 日（木）国際交流書画展示会ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ
多治見駅北市庁舎 1 階ギャラリー 10:00～
オースタット国際ホテルにて例会
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ ＝4 月 24 日(火) 移動例会 12:45 点鐘
オースタット国際ホテル多治見

友愛の席

桜栗包

松月堂

もっちり食感の栗包を桜の葉でつつみました。
桜の香りと栗の味わいをお楽しみください。

ロ ー タリーレ ー トの お知 ら せ
2018 年 4 月は １㌦＝104 円になります。（3 月は 108 円）

事務局お休みのお知らせ
４月６日（金）午後から 今井事務局 休み
お急ぎの際は後藤幹事までお願いいたします。

