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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１９日 №2979,80– 60 – 38,39

本日の例会プログラム
１． 開 会 点 鐘
２． ソ ン グ＝「我らの生業」
３． ゲスト、ビジターの紹介
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
７． クラブフォーラム「地区協議会報告」
／田口会長エレクト担当
８． 閉 会 点 鐘
今後の例会予定
４月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
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～
６月 ７日＝クラブフォーラム
「活動総括反省会」／林会長担当
１４日＝創立記念例会

／林会長・親睦委員会担当

２１日＝会長幹事退任挨拶

／林会長担当

※６月度定例理事会 13：35～
２８日＝特別休会

会長の時間

林 彰会長

「創立 60 周年を祝う」
前の夜は、雷と共に激しい雨の中津川でした。しかし当日は、
式典、祝賀会にゲストをお迎えしたい私達の心が通じ、素晴らし
い天気になってくれました。4 月 12 日、田山雅敏ガバナーをお
迎えし、創立 60 周年の記念式典と祝賀会は、活動を共にする近
隣の各クラブ会長役員、中津川青山節児市長はじめとする多くの

ご来賓と会員 150 人の出席の中、盛大に行われました。会員を代表
し、ここにもう一度、心より感謝を申し上げます。
田山雅敏ガバナーからは、「地域のリーダーシップクラブとして
活躍を期待する」と、祝辞を頂きました。中津川青山節児市長から
は、「青邨事業が子供達の郷土への誇りや愛着を持つきっかけ」と
なり有意義てあったとお言葉を頂きました。 また、スポンサークラブ
の岐阜 RC からは、長谷和治会長にご出席を頂き、「さらなる発展を
期待します」と有難う御座いました。昭和 33 年以来、我がクラブの奉
仕活動の精神が引き継がれ、歴史を刻んできたこと、クラブの諸先
輩方の並々ならぬご努力に深い敬意を、その感謝の思いを申し上
げることが出来ました。
さらに、三重RC の張實会長、メンバーとご婦人26 名に、祝福に駆
けつけて頂きました。 国際姉妹クラブとして 49 年間に渡り交流して
きたことを感謝しつつ、友情をさらに次の世代に引き継いで行きま
す。そして、三重扶輪社では、創立55 周年であることをご披露し、お
祝いを申し上げました。張会長からは、更に「2 月に台湾花蓮であっ
た地震災害に温かい気持ちを戴いた」と感謝の言葉を伝えて頂きま
した。
現在、74 名の会員ですが、多くの素晴らしいロータリアンが集い奉
仕を重ねで参りました。発足当時は、チャーターメンバー28 名で始
まり、その中のお一人 伊藤昇パスト会長を創立会員としてご紹介が
できました。皆勤 60 年に向けてのガバナー表彰があり、私たち後輩
の目指す目標であり誇りとなりました。
私たちの本年度の活動テーマの『地域と共にロータリの輪を広げ
よう』から、鳴海伸明実行委員長からは、60 周年記念事業として取り
組んできた事業の内容を紹介しました。その中で、日本画の巨匠で
あります前田青邨画伯を取り上げ「中津川の記憶遺産」として、青少
年や市民、この地域において呼び戻すこと、今後の活動にも大いに
期待したいと思います。これからもこの地域において私たち中津川
RC は、奉仕の志を同じくする仲間を増やし、明日に繋いで行きたい
と思います。
引き続き、祝賀会では、アトラクションとして「少年少女合唱団」よる
歓迎の歌から始まりました。「東濃歌舞伎中津川保存会」の市川尚樹
会長からは、演目、岐阜伝授手習鑑、中津川ロータリークラブ出会
いの場を、大変な喝采のなか 3 人の役者により演じて頂き、宴を盛り
上げて頂きました。続く懇親の場では、張昭焚国際委員長と桂川邦
俊委員長の素晴らしい運営により交流を更に深めることが出来有難
うございました。
翌日の朝食会では、日本ならではの朝の食事を楽しんで頂き、張
昭焚国際委員長からは、「式典、祝賀会、懇親の場と思い出に残る
感動をありがとう」と、そのお礼のスピーチがあり、大変大きな友情を
感じた私たちでした。
最後なにりますが、鳴海実行委員長、市岡副実行委員長、関係各
位の皆様による用意周到な段取り進行により 60 周年の式典祝賀会
が挙行できました。皆様に、重ねて感謝とお礼を申し上げます。

～４月１２日～の記録

～４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
3/22 補正出席率

47／69
69／69

68.11％
100％

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
4/5 補正出席率

出席報告

61／69
69／69

88.4％
100％

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
お 祝 い
ビ ジ タ ー
結婚記念
日
田山雅敏ガバナー、神戸照男地区幹事、佐藤八郎ガバナー

会員総数７４名、出席免除者５名

補佐、＜岐阜 RC＞長谷和治君、加藤展之君、＜多治見 RC
＞土本公彦君、梅田照夫君、＜多治見西 RC＞加藤真左子
君、山田 正史君、＜多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC＞篠原一行君、
出席報告
土屋大二郎君

ニコボックス発表
近藤 直樹君

皆出席表彰
小澤 賢一君

水上善貴君、＜土岐 RC＞小木曽順務君、三宅新太郎君、
＜瑞浪 RC＞南波利美君、中村淳司君、＜恵那 RC＞藤下
和也君、山内敏敬君、＜中津川センターRC＞古川和博君、
棚橋洋一君、丹羽大祐君、安藤 茂君、淺井達雄君、
丹羽継正君、丸山充信君

移動例会の為カードメーキャップの方
中津川センターＲＣ 小木曽孝司君

７月度のお祝い 結婚記念日

会長の時間
林 彰会長

卓話者紹介
市岡 孝之君

卓話者
安田昭夫様

恵那特別支援学校 安田昭夫校長より「特別支援学校の現況」
と題し、卓話をいただきました。

ニコボックス
★60 周年誠におめでとうございます。伊藤昇様におかれまし

７月度のお祝
い 結婚記念
日

ては長年のご尽力に敬意を表させて頂きます。
田山雅敏ガバナー

★「過去に目を閉ざすものは、現在、未来に対して盲目となる」
と云います。本日創立 60 年に思いを回らされ感動と誇りの

ニコボックス
★4 月 2 日 60 周年記念・青少年育成事業「大相撲中津川場所」へ
７月度のお祝
の子供の参加は無事に終えることができました。ありがとうご
い 結婚記念
ざいました。
本日の例会は 60 周年実行委員会担当です。鳴海実
日
行委員長よろしくお願いいたします。関取を見た子供たちの笑
顔は非常によい笑顔でした。安田校長先生卓話よろしくお願い
します。
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君
★結婚記念日にお花を頂きましたので。
原 満夫君

★本日は 60 周年特別委員会担当です。恵那特別支援学校安田校長
大相撲中津川場所ではお世話になりました。本日卓話よろしく
お願いいたします。
鳴海伸明君・市岡孝之君・市川誠君

★安田校長先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。
田口義也君

★先日 3/25 のゴルフ同好会主催のコンペにて、ゴルフ幹事ながら
ハンディに恵まれて優勝してしまいました。参加の皆さんあり
がとうございました。
麦島寛也君
★安田校長先生を歓迎します。先日の中津川場所でのご協力あり
がとうございました。東美濃リニアのラッピングトラックが昨
日入庫しました。全国に東美濃をアピールできます。齊藤 隆君
★誕生日にお花をいただきました。ありがとうございました。
酒井康孝君

★皆出席表彰ありがとうございます。いつ飛ばされるかわからな
い身ではございますが今後共よろしくお願いします。小澤賢一君
本日のご申告 ２７．５ポイント（累計 1065.0 ポイント）
たくさんのご申告ありがとうございました。

満ちた、世界の“中津川クラブアズナンバーワンロータリー”
を目指してください。おめでとうございました。
佐藤八郎ガバナー補佐

★60 周年おめでとうございます。

土岐ＲＣ 小木曽順務君

★中津川ロータリークラブ創立 60 周年おめでとうございま
す。本日はお招きいただき誠に有難うございます。
中津川ＣＲＣ 古川和博君、棚橋洋一君、丹羽大祐君

★本日は創立 60 周年記念式典・祝賀会へようこそお越しいた
だきありがとうございました。田山雅敏ガバナー、青山節児
中津川市長をはじめ、御来賓の皆様に厚くお礼申し上げま
す。台湾三重ＲＣの皆様には 30 名と多くの方のご参加に感
謝申し上げます。今日一日よろしくお願いします。
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★表彰に感謝。創立 60 周年記念式典に当り、田山ガバナー
から表彰を頂き誠にありがとうございます。

伊藤 昇君

★創立 60 周年おめでとう。三重扶輪社の皆様花を添えて頂き
ご歓迎申し上げます。

松田周一君

★三重ＲＣの訪日を歓迎致します。これからも末永く友好を続
けてください。

三尾義彦君

本日のご申告 ５９．０ポイント（累計 1124.0 ポイント）
たくさんのご申告ありがとうございました。

メーキャップ
4/9 中津川ｾﾝﾀｰ RC 移動例会の為 鶴田 温君
７月度のお祝
い 結婚記念
日

創立６０周年記念事業 青少年育成事業
体感！リニアのまち 大相撲中津川場所

４月４日(水)

日 時 ： ４月２日（月）
場 所 ： 東美濃ふれあいセンター体育館

岐阜新聞

keisai

創立６０周年記念式典・祝賀会

日 時：４月１２日（木）
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～

４月 1４日(水) 岐阜新聞

４月 1４日(水) 中日新聞

～ＩＤＭ開催のお知らせ～
日 時 ： ５月１７日（木）18：30～
場 所 ： いちふみ
会 費 ： 3,000 円
毎回出席義務者：
≪役
員≫ 林 彰会長、鶴田 温副会長、後藤大作幹事、塚田 晃会場監督、
波多野一夫直前会長、田口義也会長ｴﾚｸﾄ、志津竜良副幹事、
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、松田幸博
≪IDM 委員会≫ 吉村敏博君、原 政幸君、糸井川 均君、中田智洋君
第４回出席要請者：市岡孝之君、市川 博君、伊藤 昇君、大堀壽延君、加藤幸平君、齊藤 隆君、鈴木嘉進君、
鈴村正樹君、鳴海伸明君、原 眞平君、松田周一君、丸山輝城君、三尾義彦君、三宅正朗君

2018～19 年 地区協議会報告

行事予定
７月度のお
◎中津川四クラブゴルフコンペ（ﾎｽﾄ：中津川
CRC）
祝い ４月２２日(日)
結婚
9:15～ ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川倶楽部
記念日
◎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
◎新年度臨時理事会
５月１７日(木) 13:35～ 商工会議所２Ｆ会議室
◎次期会員増強研修セミナー
５月２６日(土) 10:30～ 岐阜グランドホテル
◎東濃Ｇ会長幹事事務局連絡会議（ﾎｽﾄ：恵那 RC）
６月４日(月) 17:00～ メゾンドゥジャルダン
◎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）

開催日：2018 年 4 月 14 日(土) 11：30～
場 所：長良川国際会議場・岐阜都ホテル
参加者：田口義也君、前田僚之君、吉川義康君、志津竜良君、
鈴木康之君、酒井康孝君、長野和夫君、高田信浩君、
前野求重君、吉村庸輔君、嶋崎兼之君、大鋸伸行君
波多野一夫（地区役員として参加）
以上 13 名
地区研修・協議会お疲れ様でした！

次年度委員会開催報告
＜社会奉仕・例会運営・特命担当Ｇ合同委員会＞
平成３０年４月３日（火）午後６時半～ チャイニーズ勝宗

＜会員奉仕・国際奉仕担当Ｇ合同委員会＞
平成３０年４月５日（木）午後６時半～ 更科

他クラブのご案内
中津川ｾﾝﾀｰ ＝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～
4 月 23 日(月) 21 日へ移動
4 月 30 日(月) 法定休日
恵
那 ＝ 5 月 1 日（火）特別休会
5 月 22 日（火）特別休会
瑞
浪 ＝ 4 月 20 日（金）点鐘 7：30 モーニング例会
ベルフラワーカントリー倶楽部
5 月 4 日（金）法定休日（みどりの日）
土
岐 ＝ 4 月 30 日（月）振替休日の為
5 月 7 日（月）特別休会
多治見西 ＝ 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
5 月 1 日(火) 特別休会

中津川四クラブゴルフコンペ
（ﾎｽﾄ：中津川センターRC）
日 時：４月２２日（日）
8:15 受付開始／ 9:15 スタート
場 所：ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
競技方法：ダブルリペア方式（ダブルパーカット）
表彰式：競技終了後、同クラブハウスにて懇親会を

＜職業奉仕・情報研修担当Ｇ合同委員会＞
平成３０年４月 10 日（木）午後６時半～ いちふみ

兼ねて行います。
登録料：5,000 円（賞品代、パーティー代）

友愛の席

桜きんつば

松月堂

桜の香り漂う白餡を丁寧にきんつばに
仕上げました。春の訪れを感じさせます。

６０周年記念式典・祝賀会・朝食会
平成３０年４月１２日（木）
、１３日（金）

記念式典

司会進行：後藤大作幹事
開会の言葉
通訳：林 雪華さん
鶴田 温副会長

来賓紹介
志津竜良君

会長式辞
林 彰会長

ニコボックス発表
安藤正樹君

来賓祝辞
中津川市長
青山節児様

表彰 「６０年皆出席表彰」
伊藤 昇ＰＰ

姉妹提携調印報告
桂川邦俊君

オープニング
中津川少年少女合唱団

来賓祝辞
RI2630 地区ガバナー
田山雅敏様

来賓祝辞
三重扶輪社 会長
張 實様

創立 60 周年記念事業発表
鳴海伸明君

記念祝賀会

歓迎の言葉
林 彰会長

来賓祝辞
岐阜ロータリークラブ会長
長谷 和治様

乾杯
RI2630 地区岐阜東濃Ｇガバナー補佐
佐藤 八郎様

会長記念品交換

国際委員長記念品交換

中締め

二次会

朝食会

お礼の言葉

中津川商工会議所 名誉会頭 田口義也会長エレクト

丸山輝城パスト会長

