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６月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

ロータリーレートのお知らせ

2018年6月は １㌦＝110円になります。（5月は108円）

２０１８年６月７日 №2984– 60 – 43

今後の例会予定

会長の時間 林 彰会長

パルムドール『地獄門』と恋塚寺 (その9 )
この5月19日、是枝監督の受賞した「パルムドール」っ

て、どういう意味なの？フランス語で「黄金のシュロ」で
す。最高賞に贈られるトロフィーがシュロをあしらった形
なのです。シュロはヤシ科の植物で、欧州では勝利の象徴
なのです。第71回カンヌ国際映画祭で輝いた「万引き家
族」は、6月8日より全国で上映です。

日本映画の最初のパルムドール受賞は、『地獄門』です。
64年前の1954年、長谷川一夫と京マチ子の主演の大映の作
品です。菊池寛の原作『袈裟の良人』からの袈裟と盛遠の
映画は、是枝監督の受賞により私達に呼び戻された『地獄
門』です。

その舞台となった京都伏見の鴨川沿いにある“かやぶき
屋根”の門構えのお寺「恋塚寺」を訪ねたのは、小雨の降
る4月半ばでした。境内には袈裟の首塚があり、法然上人の
筆で文覚上人が建立した石板があります。本堂に安置され
ている文覚、袈裟、渡の三体の木像の御前にて、お寺のお
庫裏さんが詳しく800年の袈裟ヒストリーを語って頂きまし
た。

私たち中津川RCの60周年記念事業の活動をお話し、青
邨画伯の「袈裟御前」の絵画を前にし、供養の感謝のお言
葉をいただきました。 さらに、この本堂は中津川付知の棟
梁によって落慶できましたとお聞きし、「袈裟御前」が引き
寄せる人のご縁に、大いに驚かされました。「中津川の記憶
遺産 青邨画伯」が呼び起こすお話は、パルムドール『地
獄門』と私の京都の旅恋塚寺を結びのゴールとし、この辺
りで筆を置きたいと思います。ありがとうございました。

今年度行事
○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

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22日（金）点鐘18：30 かんぽの宿恵那

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）

行 事 予 定

他クラブのご案内

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． ６月のお祝い・皆出席表彰

７． 雑誌の紹介

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．クラブフォーラム ／林会長担当

「活動総括反省会」活動報告・退任挨拶

１１．閉 会 点 鐘

日本初のパルムドール受賞『地獄門』 トロフィー パルムドール賞

文覚・袈裟 渡

三体の木像 →

← 恋塚寺正門



ニコボックス

～５月３１日～の 記録

出席報告 ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率 46／69 62.31％
5/17 69／69 100％

会員総数７４名、出席免除者５名

会長エレクト・次期幹事   各担当委員会による打合せの様子
田口 義也君・志津 竜良君  

★本日の例会は田口会長エレクト担当のクラブフォーラム「次

期に向けて」です。田口会長エレクト、志津次期幹事よろし

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

★林会長の岐阜県工業会会長就任をお祝いします。昔、先代林

達夫さんの時代に、空飛ぶ自動車を研究したことを思い出し

ます。     丸山輝城君

★本日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

★田口会長エレクト61期の夢拝聴します。 塚田 晃君

★本日はクラブフォーラムです。次年度役員、委員長の方々に

は各事業に向けての準備よろしくお願いします。いよいよ残

り１か月となりました。次期役員・理事共々頑張っていきま

すのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

田口義也君、前田僚之君、志津竜良君

★本日のクラブフォーラム、次年度に向けて田口会長エレクト

よろしくお願いいたします。 吉川義康君

★結婚記念日のお花をありがとうございました。夫婦共に記念

日を思い出すことができました。   齊藤 隆君

★次年度の事業ですが記者との懇談会を開催しました。中央線

不通のアクシデントにもかかわらず皆さん協力で無事に終

えることができました。ありがとうございました。

酒井康孝君、佐藤好哉君

★先日の結婚記念日ありがとうございました。 松田幸博君

★結婚記念日にお花をありがとうございました。 小縣一夫君

本日のご申告 ３３．５ポイント（累計 1275.5ポイント）

たくさんのご申告ありがとうございました。

本日のクラブフォーラムは、田口会長エレクトによる「次期に向
けて」のお話の後、次期各委員会ごとに分かれそれぞれで打合せ
が行われました。

出席報告     ニコボックス発表   会長の時間
可児 力 君    小縣 一夫 君    林 彰 君

5 月度定例理事会議事録
２０１８年５月３１日 (木)１３：３５～商工会議所２F小会議室

出席者：林・波多野・鶴田・塚田・田口・志津・三宅・可児・安藤・佐藤・

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) ６月の例会プログラムについて             ／例会運営委員会

☆承認

２） ６月度定例理事会・クラブアッセンブリー               ／幹

事

・理事会  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） ６０周年記念事業決算について ／市岡60周年特別委員会委員長担当

①「中津川ロータリークラブ創立６０周年記念事業特別展ふるさと中津川

の先人前田青邨」収支決算書   資料１

②青少年育成事業

「体感！リニアのまち大相撲中津川場所」 収支決算書 資料２

③記念式典、祝賀会決算書      資料３

☆承認

４） ゴールド会員申請について                     ／幹事

黒柳 昌可君、丸山 輝城君より７月１日からのゴールド会員申請あり。

・黒柳 昌可君 満81才、在籍年数32年、合計１１３会則第４条第２項適用

・丸山 輝城君 満74才、在籍年数33年、合計１０７会則第４条第２項適用

☆承認

５） 第３回清流木曽川中津川リレーマラソン大会協賛について ／幹事

５月２７日（日）中津川公園内にて開催   地域協賛事業費 10,000円

※協賛依頼の到着が遅くなったため、事後での上程となります
☆承認

６）平成30年度中津川市姉妹都市友好推進協会年会費納入について

／/幹事

地域協賛事業費 10,000円
☆承認

７）職業分類変更について                ／幹事

  吉村 敏博君  （現在）運輸業 → （変更後）生活環境保全

☆承認

８）パンフレットスタンド購入について          ／幹事

事務局員の仕事として、欠席者の資料は保管をし、出席した際に

席においています。また、会報等資料は郵送で送付をしております。

その欠席者への資料の仕分け、保管、郵送業務など事務局業務を軽減

するために、パンフレットスタンドを購入したい。資料４

    購入先：三弘商事

    購入品：パンフレットスタンド ３列１０段 ２台

        パンフレットスタンド ２列１０段 １台

    購入金額 160,000円 （事務費-備品費）     ☆承認                                    

９）その他

≪報告事項≫

   ・６月７日、２１日例会活動報告・退任挨拶の割振りについて

≪確認事項≫

地区行事予定

①岐阜東濃グループ会長・幹事・事務局連絡会議 ﾎｽﾄ：恵那RC

６月４日(月) メゾン・ドゥ・ジャルダン 17：00～

林会長、後藤幹事、事務局

②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～

林会長、田口会長ｴﾚｸﾄ、後藤幹事、志津次期幹事、事務局

メーキャップ

5/29(月)中津川CRC移動例会の為 鶴田 温君、後藤大作君、
桂川邦俊君、武川典靖君、三宅正朗君、山本 亮君



林会長エレクト挨拶  麦島副会長 締めの挨拶

例会運営担当グループ理事 可児 力

情報・研修担当グループ理事 三宅 正朗

会員奉仕担当グループ理事 安藤 正樹

活動報告・退任挨拶

社会奉仕担当グループ理事 前野 求重

第６０期という記念すべき節目の年に初理事を

務めさせていただきました。活動として７月早々に

坂下高校にて「保護者と仕事について語る会」 に

参加して小倉君、谷口君、鶴田君、前野の４名がそ

れぞれ自分の携わる職業について話をしました。

その他の活動として１０月に「青邨さんってどんな人」という卓話を

伊藤昇パスト会長にしていただき、身近な視点から青邨さんを知るこ

とができました。また１２月には商工会議所会頭の杉本潤様に「ロー

タリーの考える社会奉仕」というテーマで卓話をいただき、我々の

企業経営者の活動そのものが奉仕であることを学びました。地域活動

委員会（加藤景司委員長）は洋画家の笠木茂様による卓話と東濃歌舞

伎の移動例会を実施しました。最後になりますが、林会長をはじめ役

員・理事・会員の皆様のご協力に感謝を申し上げ退任の挨拶とさせて

いただきます。

         例会の設営・音楽・ニコボックスなど分担しながら、一

年間終える事ができました。人数の少ない時には皆さん

のご協力をいただき、塚田会場監督のお手を患わせる

事もありありがとうございました。 吉川・小縣両副委員長

の協力で木曽駒山荘バーベキュー、松茸まつり、ふぐま

つり などの企画にも多くの参加をいただき、親睦委員会内での親睦も図るこ

とができました。 ６０周年式典・祝賀会では、設営から当日の担当まで、積極

的に参加していただきました。 反省として、新年家族例会でのビンゴ大会で

は、全員終わるまでやらず、末等の方を別口にして、早く切り上げるべきでし

た。

職業奉仕担当グループ理事 佐藤 好哉

今年度、林会長のもと、職業奉仕担当理事としての活動

を報告します。先ず、10月の職場訪問例会では、「恵那

眼鏡工業」の視察を行いました。地元中津川の中小企業

でメガネフレームをデザインから一貫生産し、ビジネス

を日本市場から米国市場へ方向転換し、更に自社ブラ

ンドまで立ち上げている姿は、これからのビジネスに勇気と希望を与え

て頂きました。また、１月に会員の健康診断を行い、3 月に服部先生の健

康卓話を拝聴致しました。個人的には、適度な運動の必要性を感じつつ

も、なかなか実行に移さない甘い自分さを再認識させるいい機会となりま

した。更に、ロータリークラブ 60 周年事業として、前田青邨展を遠山資料

館にて行われましたが、小学校での出前講座で子供達が青邨画伯につ

いて、一生懸命学ぶ姿が非常に印象に残りました。総括として、今年度

は 60 周年事業と重なったこともあり、非常に中身が濃く、自分なりに学ぶ

ことが多い有意義な 1 年でありました。最後になりますが、初めての職業

奉仕担当理事でしたが、何とか 1 年無事に完走できましたこと林会長を

はじめ、役員、理事、会員の皆様に感謝を申し上げ、私の退任の挨拶と

させて頂きます。 ありがとうございました。

国際奉仕担当グループ理事 桂川 邦俊

本年度中津川ロータリークラブ創立60周年の節目の

年に国際交流委員長を仰せつかりました。今年度は、

新たに調印を結ぶにあたり、内容などの再検討を図り

時代に合った調印をすべく事前打ち合わせのために

三重ロータリークラブへ訪問し、意見交換をさせて頂

きました。

「シンプルイズベスト」との言葉を頂き、お互いの意見を尊重した新しい調印

の内容が出来ました。今後の交流が一層行いやすくなったと思います。

そして、7 月には三重ロータリークラブ 55 周年記念式典参加、その中で新た

な姉妹クラブ提携調印式、12 月には、共同事業の「ドラゴンズ野球教室」そし

て４月の我がロータリークラブ 60 周年式典と、委員会のメンバーには、1 年間

休む間も無く活動して頂き、それぞれの立場と責任を果たしてくれたおかげ

で、すべての事業が滞りなく出来た事に感謝申し上げます。最後になります

が、訪台の時には多くのメンバーに参加をして頂きました事、姉妹提携記念

共同事業にも、多くのメンバーの方々のご協力に御礼を申し上げ、退任の挨

拶に代えさせて頂きます。1 年間ありがとうござました。

1 年間にわたり情報・研修委員会と会報発行委員会の

皆様には大変お世話になりました。情報・研修委員会で

は鈴木 力委員長のもと、8/3 新会員研修、8/8 理事

研修を開催いただき、ロータリアンとしての知識や考え

方を、ご教授いただきました。また、9/7 原 満夫ＰＰに

よる「周年時の中津川ＲＣ」、10/26 鈴木 力情報・研修委員長による「ロータ

リーの現状とその規定について」、1/25 丸山輝城ＰＰによる「ロータリーはも

ったいない」、3/22 岐阜県商工会連合会長・岡山金平様による「二つの経済

団体の四方山話」と 4 回の例会卓話を開催していただきました。会報発行委

員会では毎週の定例会議で林会長・鶴田副会長・後藤幹事・事務局の今井さ

んのご意見をいただきながら 1 回も欠かすことなく発行することができました

。特に鶴田副会長にはワードの操作方法から紙面の編集に至るまで丁寧に

ご指導いただきました。また、今井さんには年度後半では一人で作成できる

までに覚えていただき、助けていただきました。伊藤 昇ＰＰには貴重な資料

を提供していただき、前田青邨画伯との交流のお話では違った側面から偉大

な先人について知ることができました。原 眞平ＰＰには「原 眞平写真館」と

して毎回その季節に合わせた写真を提供していただき、紙面に華を添えて

いただきました。最後に、山本副委員長には「弁護士の法律小噺」を寄稿いた

だくとともに、記念式典の冊子、記念誌の作成について紙面の企画編集、原

稿の依頼、関係先との調整をすべて行っていただきました。この場をお借りし

て感謝申し上げます。多くの会員の皆様のご支援とご協力をいただき無事に

終えることができました。1 年間、本当にありがとうございました。

創立６０周年を迎えた年度、例会運営委員会と致しまし

てプログラム作成にあたり、周年事業を成功裏に行える様

そして林会長のクラブテーマ「地域と共にロータリーの輪

を広げよう」推進する為に事業・例会に重点的に配置をし、

一年間のプラグラムが変更ない様に心掛けて参りました。

おかげ様で会員各位のご協力を頂きまして順調に取り行う事ができたと思っ

ております。しかしながら通常例会会場での２５回の例会の前回迄の出席状

況を見ますと、最低は４３．４７％、最高でも７０％と低く、平均出席率も、５８～

６０％と低く、情報交換等を深めロータリアンの連帯と意識の高揚を計る魅力

ある例会とすることは残念ながら叶いませんでしたが、私が出来るだけ多く行

いたいと思っていた会員卓話を通常例会２５回中１１回の会員卓話を行い、各

員から職業・地域・世界観等々優れた見識や情報を会員の皆さんに提供でき

た事は正にロータリーだと思っております。一年間の例会運営を会員の皆様

の御協力により遂行できました事に感謝申し上げ退任の挨拶とさせて頂きま

す。



事務局お休みのお知らせ
６月８日（金）・１１日（月）

※お急ぎの際は後藤幹事までご連絡お願いいたします。

国際交流委員会開催報告
日時：５月２９日（火）18：00～

場所：ステーキハウス「ＫＡＴＡＮＡ」

一年間お疲れ様でした。

出席者：桂川邦俊君、小川剛弘君、三尾泰一郎君、

大鋸伸行君、粥川正勝君、坂巻裕史君、鈴木康之君、

林 彰 君、後藤大作君、齊藤 隆君、鈴木正樹君、

光岡要次郎君、以上12名

「わすれな草」花言葉は真実の友情・私を忘れないで

友愛の席  創作栗きんとん 栗包 松月堂

もっちりとした葛衣で栗きんとんを包み込みまし

た。風味豊かな栗の味わいがお楽しみ頂けます。

59期の準備特別委員長から今期、特別委員長までの

２年間、準備の準備段階を踏まえると足かけ３年にわたる

役職でした。開催された記念事業を順に記載しますと、

・三重扶輪社創立 60 周年記念式典への参加と国際姉妹クラブ再調印

（7/20）

・「特別展 ふるさと中津川の先人～前田青邨」とそれに伴う学芸員による

出前授業の開催（10/7～11/5）

・三重扶輪社交流記念事業ドラゴンズ野球教室＆トークショーの開催

（12/2）

・青少年育成事業「体感！リニアのまち大相撲中津川場所」の開催（4/2）

・創立60 周年記念式典・祝賀会の開催（4/12）

・創立60 周年記念誌の発刊（6/21発刊）

以上一つの事業が終わると次の事業、または同時進行でと大変に目ま

ぐるしく混乱、停滞、しくじり等ありましたが、年間を通しての盛り沢山のメ

ニューをバランスよく開催することが出来ました。とりわけ林会長の最もプ

ライオリティの高い前田青邨関連の事業は青少年育成の観点から大きな

成果を挙げることができたと思います。鳴海実行委員長、実行委員会の各

委員長をはじめとする会員の皆さんには感謝をこめてお礼を申し上げま

す。最後に市川誠特別委員会副委員長、入会間もないにもかかわらず大

役を受けて、最後まで助けていただきました。おかげでお互い潰れず全

うできました。ありがとうございました。

特命担当グループ理事
60周年特別委員会委員長 市岡 孝之

吉村 庸
よう

輔
すけ

君 ご夫妻・・・１６日

光岡 要次郎
ようじろう

君 ご夫妻・・・２６日

鈴木 正樹
まさき

君 ご夫妻・・・３０日

６月の結婚祝い

原 眞平 写真館 その１０ ～市内本町公園～

第３回 岐阜東濃Ｇ会長幹事事務局連絡会議

日時：2018 年6 月4 日（月）17：00～

会場：メゾンドゥジャルダン にて


