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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５月１７日 №2981,82– 60 – 40,41

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．

５月のお祝い

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

会長の時間

林 彰会長

『恵那山 ウェストン祭』

１０． 卓 話

／ＩＤＭ委員会担当

大鋸 伸行君
テーマ：
「日本酒を初めて作って」
１１． 閉 会 点 鐘

今後の例会予定
５月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

５・６月のＢＧＭ
★ ベストオブ・ソウル・チルドレン／ソウル・チルドレン
1968 年、スタックス・レコードからデビューした
ソウル・グループ。 メンバーは、アニタ・ルイス、シェルブ
ラ・ベネット、ジョン・コルバート、ノーマン・ウェスト
1972 年発売の「ヒアセイ」はソウル・チャート 5 位、ポップ・
チャートで 44 位を記録。 さらに 1973 年12 月からヒット
した不倫ソング「アイル・ビー・ジ・アザー・ウーマン」は、
ソウル・チャートで 3 位、ポップで 36 位を記録、彼らの代表曲となった。 ソウル・
チルドレンの魅力は、ジョン・コルバート、ノーマン・ウェストらの迫力ある男性ヴォ
ーカルに、繊細でソウルフルな女性ヴォーカルがからまるところ。 1975 年、スタッ
クスの倒産を機にソウル・チルドレンは 1976 年、エピックに移籍。いくつかヒットを
出した後、1979 年頃までにグループは自然解散。

中津川の川上は、爽やかな空気、淡い新緑の最も眩しく
美しい日でした。ウェストン公園は海抜450ｍ、恵那山への
登山口にあり、また中津川を挟んだ向かい側に『女郎の滝
(すごい名？)』と呼ばれる瀑布があり、今日だけの容姿だ
と言う。参列者に是非見て欲しいと豊富な水流を誇ってい
ます。そして、その前には「鯉の滝登り」こいのぼりの吹
き流しが設えてあり、五色で登山者を守る魔除け、邪気を
払うように泳いでいます。
鮮やかなピンクのシャクナゲが咲き誇るなかウェ
ストン胸像の前では、第１７回目の祭事が執り行なわれま
す。全世界に恵那山の素晴らしさを紹介したウォルター・
ウェストンは、外国人として初めて明治26年5月11日に恵那
山に登った。中津川観光協会の主催により、長野県阿智村、
日本山岳会の関係者、私たち市民、そして登山客ら約１０
０人が登山の安全を祈りました。
その後近くの恵那文楽資料館「楽生館」に移り、川上地
区に伝わる恵那人形浄瑠璃文楽を楽しみました。地元の人
達による「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）
」は、
物語を語る太夫と、情景を演奏する三味線ひきと、人形遣
い、神様にウェストン祭の願いを届ける見事な舞でした。
ウェストンが地元の皆さんのおもてなしを受け恵那山頂で
ココアを飲んだという記録にちなんで、ココア、郷土食の
五平餅、しし汁を美味しくいただきました。
出席していた日本山岳会の前会長尾上昇さんと少しお話
をしました。
「ウェストンは ２７歳で初来日し、日本にま
だ「趣味としての登山」という概念のなかった時代に「苦
労してまでなぜ山に登るのか」と、いぶかしげな表情をさ
れたそうだ。しかし、日本近代登山を推進し育て上げる大
きな役割を担った人。2020年に生誕160年となり、より特
別な記念事業「恵那山ウェストン祭』を盛り上げたい」思
いと、最後に名古屋大須ロータリークラブのメンバーです
と熱く話されました。
恵那山ウェストン祭りへ移動、10時30分からの祭事に出
席のメンバー大変お疲れ様でした。

★創立 60 周年記念式典、皆様のお陰で滞りなく開催できまし

～４月 １９日～ の 記録

た。また祝賀会・朝食会に多くの方々にご出席いただき心よ

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
4/12 補正出席率

７月度の
お 祝 い
結婚記念
日

42／69
61／69

68.11％
88.4％

会員総数７４名、出席免除者５名

り感謝を申し上げます。
鳴海伸明君、市岡孝之君、齊藤隆君、市川 誠君

★先日の地区協議会参加された方々は大変ご苦労様でした。
本日の報告はよろしくお願いいたします。本日はクラブフォ
ーラムで地区協議会の報告会です。次年度メンバーでの初め
ての例会です。頑張りますのでよろしくお願いいたします。
田口義也君、志津竜良君

★地区協議会出席しました。活動に有意義で楽しい時間でした。
嶋崎兼之君、前田僚之君
出席報告
可児 力 君

ニコボックス発表
佐藤 均 君

会長の時間
林 彰君

★39 回目の結婚記念日に綺麗なお花をいただきありがとうご
ざいました。地区研修協議会の報告を致します。長野和夫君
★今年も結婚記念日のお花をいただきました。ありがとうござ
いました。

前野求重君

★先日は三重との朝食会ご利用ありがとうございました。
小縣一夫君

★先日の 60 周年記念において私の一年生の日本酒を記念品に
つかっていただきありがとうございました。まだまだこれ
からですが今後共よろしくお願い致します。
地区研修報告
田口 義也君

地区研修報告
志津 竜良君

地区研修報告
鈴木 康之君

大鋸伸行君

★4 月 12 日中津川ロータリークラブ 60 周年記念式典・祝賀会
二次会にてパルティールプラス、パルティールＡＩをご利用
頂きありがとうございました。

佐藤 均君

本日のご申告 ６５．０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
4/21・5/14 中津川 CRC 移動例会の為 林彰君、後藤大作君、

７月度のお祝

地区研修報告
長野 和夫君

地区研修報告
酒井 康孝君

地区研修報告
嶋崎 兼之君

RI 2630 地区 地区研修協議会報告
4 月 14 日（土）に岐阜都ホテルにて開催された『地区研
修協議会』に参加された次年度役員・理事の皆様より、
報告が行われました。
ニコボックス
★4 月 12 日 60 周年記念式典・祝賀会、朝食会は皆様のご協力

若森まり子君、伊藤
昇君、桂川邦俊君、前田僚之君、
い 結婚記念
鳴海伸明君、齊藤隆君、勝野安和君、杉本潤君、鶴田温君、
日
山本 亮君、三宅正朗君

ビ ジ タ ー
5/10 堀 務君、丸山充信君、立木亮治君、小木曽輝栄君、
吉村浩平君、鈴木貴実隆君、勝野将史君

～５月１１日～の 記録

７月度のお祝

のお陰で無事に終えることができました。
ありがとうござい
い 結婚記念
ました。今日の例会は田口エレクト担当「地区協議会報告」
日
です。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

★立派な 60 周年でした。翌朝散歩の折に三重ＲＣの方が私を
見つけ握手をしてくれました。

丸山輝城君

★本日は来年度のクラブフォーラム。田口会長エレクトよろし
くお願いします。

可児 力君、鈴木 力君

★本日の例会会場監督を受け承りました。塚田会場監督が欠席
の為、大堀会場監督代行も欠席であり小生に代行の代理とな
りました。二年振りの上席です。宜しくお願いします。
鈴木 力君

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
4/19 補正出席率

69／69
69／69

100％
100％

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
お 祝 い
第 17 回 恵那山ウェストン祭
結婚記念
日 式典会場：恵那山ウェストン公園にて 10：30～

４月度定例理事会議事録
２０１８年４月１９日（木）商工会議所２階会議室にて
１３：３５～

中部経済新聞 2018 年 4 月 25 日 掲載

出席者： 林・波多野・鶴田・塚田・田口・志津・三宅・
可児・安藤・市岡・前野・桂川・市岡・後藤
議長：会長 林
彰
司会：幹事 後藤大作
会長挨拶
議題
１) ５月、６月の例会プログラムについて／例会運営委員会
☆承認
２）５月・６月度定例理事会について
／幹事
５月３１日(木)例会終了後 ２F 小会議室
６月２１日(木)例会終了後 ２F 小会議室
クラブアッセンブリー
６月２１日(木) 場所：長多喜 時間 １８：００～
☆承認
３）「創立記念例会」について
／親睦委員会担当
開催：６月１４日（木）１８：００点鐘
「商工会議所ホール（神戸館）
」※ 送迎バス無し
卓話は伊藤昇さんに賜ります。
☆承認
４）岐阜サマーサイエンス・スクールについて
／幹事
平成３０年 7 月３１日(火)～８月３日(金)馬籠ふるさと学
校にて開催のサマーサイエンススクールは昨年と同様後援
することとする。
開催日 ： 平成３０年７月３１日(火)～３日(金)
場 所 ： 馬籠ふるさと学校
主 催 ： 岐阜サマーサイエンススクール実行委員会
☆承認
確認事項
・クールビズ期間
５月～１０月
報告事項
／幹事
今後の行事予定について

５月の結婚祝い

み お

よしひこ

三尾 義彦君
まえだ

まさお

ゆうこ

湧子さん ご夫妻・・・・ ３日
ひで み

前田 雅生君

英美さん

たにぐち

はやあき

ひろみ

はら

まさゆき

原

政幸君

こんどう

なおき

谷口 勇敬君 浩美さん

まさお

三宅 正朗君
はざまりゅういちろう

・・・・ ３日

〃 ・・・・ ５日

し え こ

始会子さん 〃 ・・・・ ８日
ま さ こ

近藤 直樹君 真砂子さん
みやけ

〃

〃 ・・・・１１日

やよい

弥生さん

〃 ・・・・ １３日

き ょうこ

間 龍 一 郎 君 今日子さん 〃 ・・・・ １６日
か に

ちから

なかだ

ともひろ

きぬ え

まつだ

ゆきひろ

ゆ か り

おがた

かずお

さいとう

たかし

可児

力君

中田 智洋君

あけみ

明美さん
絹江さん

松田 幸博君 由香里さん
小縣 一夫君
齊藤

隆君

り え

梨江さん
そのこ

園子さん

〃 ・・・・ １６日
〃 ・・・・ ２０日
〃 ・・・・ ２２日
〃

・・・・ ２５日

〃

・・・・ ２７日

三野新聞 2018 年 4 月 22 日 掲載

原 眞平 写真館 その９～長野県南牧村ヤマナシの木～

行事予定
今年度行事
○国際交流委員会反省会
５月２９日(火) 場所：未定（名古屋にて）
○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) 8：00～ 勝宗（ﾎｽﾄ：中津川 CRC）
○クラブアッセンブリー
６月２１日(木) 18:00～ 長多喜

次年度行事
○中津川記者との懇談会
５月２１日(月) 18:00～ 木曽路
○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

他クラブのご案内
中津川ｾﾝﾀｰ ＝5 月 27 日(日)移動例会
中津川リレーマラソン大会
（東美濃ふれあいセンター 9：00）
※ 5 月 28 日(月) 27 日へ移動

中津川四クラブゴルフコンペ成績

恵

那 ＝ 5 月 22 日（火）特別休会

瑞

浪 ＝ 5 月 27 日（日）点鐘 12：30
※5/25(金)からの移動
例会場（瑞浪商工会議所大ホール

（ﾎｽﾄ：中津川センターRC）

武生府中 RC との親睦合同例会のため

日 時：４月２２日（日）

6 月 3 日(日)点鐘７：30

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

※6/1(金)からの移動

中津川 RC 参加者

瑞浪商工会議所前 土岐川河川清掃

丸山輝城君、小川剛弘君、吉村敏博君、桂川邦俊君
前田雅生君、麦島寛也君、佐藤好哉君、坂巻裕史君、
杉本 潤君、田口義也君、林 彰君、後藤大作君
酒井康孝君

土

岐 ＝ 5 月 21 日（月）7：30 点鐘 モーニング例会の為
キャビン セラトピア土岐店

多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ ＝5 月 29 日(火) 12:45 点鐘
オースタット国際ホテル多治見 移動例会の為

団体戦

中津川ロータリークラブ
準優勝 中津川ライオンズクラブ
３位
中津川センターロータリークラブ
４位
中津川青年会議所

ロ ー タリーレ ー トの お知 ら せ
2018 年 5 月は １㌦＝108 円になります。（4 月は 104 円）

友愛の席

柏もち

松月堂

風味豊かなつぶ餡とほんのり香る
味噌餡の味わいがお楽しみ頂けます。
個人戦 優勝 齊藤 隆君

事務局お休みのお知らせ
５月１８日（金）午後から
５月３０日（水）終日
※お急ぎの際は後藤幹事までご連絡お願いいたします。

