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本日の例会プログラム
１． 開 会 点 鐘
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
会長の時間

７． クラブフォーラム

／田口会長エレクト担当

テーマ：
「次期に向けて」
８． 閉 会 点 鐘

今後の例会予定
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
卓話 伊藤 昇 パスト会長
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～
※クラブアッセンブリー 18:00～ 長多喜
２８日＝特別休会

行事予定
今年度行事

林 彰会長

「 袈裟を探す 」 (その８)

２． ソ ン グ＝「我らの生業」

６．

会長の時間

調べたいと中津川市立図書館を訪れたのは、2016年8月
の或る暑い日でした。 「平家物語」と「源平盛衰記」を
閲覧しようと尋ねました。
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。沙羅双樹の花
の色、盛者必衰の理を顕す。奢れる者も久しからず、春の
夜の夢の如し。
」から始まる軍記物語、時代は約800年前の
京の都です。48巻からなる源平盛衰記の表紙には、平成元
年に中津川市落合在住の磯村祐司氏による寄贈印がありま
した。以来28年間の貸し出し記録からは、わずか7人目に
なります。
源氏寄りの姿勢がうかがわれる第19巻目の「文覚発心の
事 東帰節女の事」の一節、そこには不倫に苦悩する袈裟
の思いもかけない決意に向かう秘話、驚愕する私には忘れ
がたい夏となるのでした。(今の風潮では、とりあえず辞
任です…。) この愛しい袈裟との出会い、これこそ青邨画
伯を周年で取り上げたいと思った、その時でした。
こうして2017年10月の特別展にて、早熟な16歳青邨画伯
が父親に贈る処女作は、袈裟御前自ら悲恋の結末を悟る、
その刹那を魅せて止まないのです。

７月度のお祝

○東濃Ｇ会長幹事事務局連絡会議（ﾎｽﾄ：恵那
RC）
い 結婚記念日
６月４日(月) 17:00～ メゾンドゥジャルダン
林会長、後藤幹事、事務局

○第３回中津川四クラブ会長幹事懇談会
６月１２日（火）18：00～ 勝宗（ﾎｽﾄ：中津川 CRC）
林会長、後藤幹事、田口会長エレクト、志津次期幹事、事務局

他クラブのご案内
中津川ｾﾝﾀｰ ＝ 6 月 25 日（月） 特別休会
恵
那
＝ 6 月 26 日（火 ）特別休会
瑞
浪
＝ 6 月 3 日(日)点鐘７：30
※6/1(金)からの移動
瑞浪商工会議所前 土岐川河川清掃
土
岐
＝ 6 月18 日（月）18：30 点鐘今年度最終例会の為
山神温泉 湯乃元館
多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ ＝6 月 19 日(火) 18:30 点鐘 於:松正
第 26 期最終例会の為（夜間例会）

友愛の席

和風ゼリー「 もも 」 ヤマツ食品

夏季限定和風ゼリーは干菓子に使われる高級砂糖「和三盆糖」のみ
で甘みをつけて仕上げてございます。白糖の甘さは時にどぎつく感
じられますが、この和三盆は上質の絹が撫でるようなさらりとした
上品な後口です。爽やかな涼香をお楽しみ下さいませ。

事務局お休みのお知らせ
６月 ８日（金）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。

～５月１７日～の 記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
5/11

★結婚記念日にお花ありがとうございます。 間 龍一郎君
★大鋸さん、本日は私の好きな「お酒の卓話」楽しみます。
43／69
69／69

62.31％
100％

会員総数７４名、出席免除者５名

麦島寛也君

★4 月 22 日の中津川４クラブゴルフコンペで個人・団体とも
に優勝いたしました。ちょっと腕前を見せてしまいました。
笑 本日大鋸さん卓話よろしくお願いします。 齊藤 隆君
★本日は誠に恐縮ですが「日本酒の卓話」をさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。
大鋸伸行君
★結婚記念のお花を頂きました。思いがけないプレゼントに妻
も感激しておりました。ありがとうございました。
谷口勇敬君

★結婚記念日のお花を頂きました。大変ありがとうございまし
た。久しぶりに夫婦で結婚記念日というものがあることを認
識させて頂きました。
近藤直樹君
雑誌の紹介
原 眞平君

出席報告
可児 力 君

ニコボックス発表
松田 幸博 君

本日のご申告 ５３．０ポイント（累計 1177.0 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
5/29（月） 中津川 CRC 移動例会のため

７月度のお祝
鶴田 温君、後藤大作君、三宅正朗君、山本 亮君、
桂川邦俊君、武川典靖君
い 結婚記念
日

第１回 臨時理事会議事録
会長の時間
林 彰 君

卓話者紹介
吉村 敏博君

卓話者
大鋸 伸行君

本日の卓話は、今年から日本酒造りを始めた大鋸伸行君に日本
酒の種類や造り方について学びました。
その晩に行われましたＩＤＭでは皆で日本酒を堪能しました。

2018 年 5 月 17 日(木) 13：35～ 商工会議所 2F 会議室
出席者：田口義也君、岡山金平君、吉川義康君、林 彰君、
安藤正樹君、山本 亮君、鈴木 力君、桂川邦俊君、
長野和夫君、高田信浩君、酒井康孝君、鈴木康之君、
志津竜良君 （欠席：前田僚之君）
議長：会長 田口 義也
司会：幹事 志津 竜良

ニコボックス
★本日はＩＤＭデーです。
ＩＤＭ委員会担当の例会と夜のＩＤ
７月度のお祝
Ｍ．吉村委員長、委員会のメンバーの皆様１日お世話になり
い 結婚記念
ますがよろしくお願い致します。
大鋸君の酒造りの卓話楽し
日
みに拝聴いたします。
会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★昨日の結婚記念日にお花をありがとうございました。昨日は
家で二人で食事をしました。大変安上がりにすみました。大
鋸君本日の卓話よろしくお願いします。
可児 力君
★大鋸さん卓話拝聴します。
原 満夫君、鳴海伸明君
★大鋸君、本日の卓話楽しみにして居ます。宜しくお願い致し
ます。
鈴木 力君
★杜氏大鋸さんの苦労話、拝聴します。
原 眞平君
★結婚記念にお花を頂きありがとうございました。本日はＩＤ
Ｍがあり、また卓話はＩＤＭ委員会が担当させて頂きます。
よろしくお願いします。
吉村敏博君
★大鋸君の酒作りの卓話、苦労話し楽しみに拝聴させて頂きま
す。
塚田 晃君、勝野安和君
★結婚記念に花をありがとうございました。
原 政幸君
★誕生祝いの花を頂きました。ありがとうございました。
佐藤 均君

★本日のＩＤＭ委員会担当の卓話よろしくお願いいたします。
大鋸伸行さん、美味しい日本酒の飲み方を教えてください。
吉川義康君

★本日第１回臨時理事会、よろしくお願いします。大鋸君の卓
話楽しみにしています。
田口義也君、志津竜良君

会長挨拶

議 題
１）会費及び納入について

／幹事
運営規則第５条〔会費〕従来どおり銀行振込にて７月、１
月の年２回の納入。但し、財団寄付金、米山奨学について
は上半期に含み、明細書を送る。
（５月現在＄＝108 円）
☆承認
２）ビジターフィーについて
／幹事
従来どおりで２,０００円
☆承認
３） 会計監査人承認について
／幹事
諸規定集―〔財務管理規定〕５
鈴村正樹君を選任
☆承認
４）運営組織表について 資料№１
／幹事
☆承認
５）事業計画案(例会プログラム)ついて 資料№２ ／幹事
☆承認
６）予算案について 資料№３
／幹事
☆承認
７）防災事業について
／社会奉仕委員長
「摘み取ろう危険の芽、育もう気づく力プロジェクト」
防災事業例会の開催
日時 ： ８月２日（木）11：30～13：30
場所 ： 中津川市西小学校中舎２階
参加 ： ＮＰＯ法人防災士なかつがわ会、中津川市、
中津川市教育委員会
☆承認

８）新聞社との懇談会について ／地域安心交流・広報委員長
日時
： ５月２１日（月）１８：００～
場所
： 割烹 木曽路
参加者：中日新聞社福本雅則記者、岐阜新聞社瀬戸覚旨記者、読売
新聞社松原輝明記者、朝日新聞社森川 洋記者、毎日新聞社
立松 勝記者、三野新聞社兵藤博行記者
田口義也会長、前田僚之副会長、志津竜良幹事、長野和夫
社会奉仕委員長、酒井康孝地域安心交流・広報委員長、
鈴木康之職業奉仕委員長、山本亮会報発行委員長、佐藤
好哉地域安心交流･広報副委員長、地域安心交流･広報委員
原 満夫君、小縣一夫君
☆承認

９）７月・８月の例会プログラムについて
／例会運営委員長
７月 ５日＝普通例会「会長・幹事就任挨拶」 ／会長担当
１２日＝クラブ定時総会 ／会長担当
１９日＝普通例会「理事、委員長挨拶」
中津川センターＲＣ会長・幹事来訪／会長担当
２６日＝普通例会「理事、委員長挨拶」
／会長担当
※７月度定例理事会 13：35～
８月 ２日＝防災事業例会
／社会奉仕委員担当
中津川市立西小学校 11：30～
９日⇒１２日(日)「納涼花火大会」に移動
メイン会場 18：00～
１６日⇒１３日(月)「おいでん祭」に移動
メイン会場 18：00～
２３日＝普通例会「水野五郎ガバナー補佐クラブ訪問」
／会長担当
※例会終了後クラブアッセンブリー ２階役員室
３０日＝普通例会 ／会員増強委員会担当
※８月度定例理事会
☆承認
10）協賛金・名義貸しについて
／幹事
少年少女合唱団第 17 回コンサート名義貸出しのお願い
日時 ： ２０１８年９月９日（日）14:00～
場所 ： 福岡ふれあい文化センター
☆承認
11）中津川 THE SOLAR BUDOKAN2018 ご協力のお願い／幹事
日時：２０１８年９月２２日（土）
、２３日（日）11 時開演
場所：東美濃 中津川公園内特設ステージ
☆承認
報告事項
１）会報原稿「就任挨拶」の作成
／会報発行委員長
会長、副会長、会場監督、幹事
掲載日 7 月 5 日、締切 6 月 21 日
理事 掲載日 7 月 19 日、締切 7 月 10 日
２）地区行事について
①中津川四クラブ会長幹事懇談会 ﾎｽﾄ：中津川 CRC
６月１２日(火) 「勝宗」18：00～

日時 ： 5 月 21 日（月）18：00～
場所 ： 割烹 木曽路
2018-19 年度ＲＩテーマ、地区テーマに「公共イメージ
の向上」があげられています。当クラブの活動を知ってい
ただき記事に取り上げてもらえるよう、5 月 21 日夕、季節
料理のおいしい割烹「木曽路」にて、中津川記者会より 6 社
（中日・岐阜・読売・朝日・毎日・三野新聞社）の参加をい
ただき懇談会を開催しました。
会議冒頭田口会長より中津川ロータリークラブの歴史・
社会的意義・職業奉仕についてを含めた挨拶があり、その
後志津幹事、長野委員長、鈴木委員長よりそれぞれ「第 61
期事業計画」について、
「摘み取ろう危険の芽、育もう気づ
く力、プロジェクト」
（5 月 13 日の加子母小学校での作業
を皮切りにすでに始まっています）について、
「出前講座」
について説明が行われました。
続く原パスト会長の発声に始まる懇親会では打ち解けた
お話が出来、様々な企画立案（思いつき）で盛り上がり
ました。そのうち新聞紙面をにぎわすかも。乞うご期待！

～第４回ＩＤＭ開催報告～
日 時 ： ５月１７日（木）18：30～
場 所 ： いちふみ
出席者 ： 安藤正樹君、糸井川均君、伊藤 昇君、大鋸伸行君、
小縣一夫君、可児 力君、後藤大作君、佐藤 均君、鈴木 力君、
塚田 晃君、土屋大二郎君、鶴田 温君、長野和夫君、原 眞平君、
三宅正朗君、吉村和子君、吉村敏博君、若森まり子君、谷口勇敬君、
木村倫典君、近藤直樹君、小澤賢一君
以上２２名

（林会長、後藤幹事、田口会長ｴﾚｸﾄ、志津次期幹事、事務局参加）

②東濃グループ第 1 回会長･幹事･事務局連絡会議
ﾎｽﾄ：多治見リバーサイド RC
水野五郎ガバナー補佐(多治見リバーサイド RC)
７月１３日（金）会 議
16：30～「松 正」
懇親会
17：30～「松 正」
（田口会長、志津幹事、事務局参加）
③R 財団研修セミナー ７月２１日(土) 詳細未定
④地区研修委員・職業奉仕委員会合同研修セミナー
７月２９日（日）岐阜都ホテル 11：00～
受講対象者：職業奉仕委員長、情報委員長、会員増強委員長、
地区委員出向者、新会員（3 年未満）
、ロータリーの現状や発展
に意見を発表したい方や質問のある方などどなたでも

３）クラブ行事について
第２回臨時理事会について
６月２１日(木) １１：００～ ２階 ２－１会議室

吉村敏博ＩＤＭ委員長、ＩＤＭ委員会のメンバーの皆様、
一年間楽しいＩＤＭ企画をありがとうございました！

この袋の蒐集は少々金がいる

伊藤 昇

紙の袋や封筒を集めることはいろいろあります。
併しこの封筒だけは金がいる。皇室の行事に併せ郵便貯金に名称をつけ定額貯金を集めていた。
但しこの袋を入手するには定額貯金千円以上を積まなくてはならなくて、この発売は郵政省ばかりのよう
だった。
“もうこの定額貯金は解約済です”

