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開会点鐘
ソング＝「それでこそロータリー」
ゲスト、ビジターの紹介
食事と交歓
ホームクラブ出席優秀者表彰
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
クラブフォーラム 会長幹事退任挨拶 ／林会長担当
会長幹事バッジの引継ぎ
閉会点鐘

今後の例会予定
６月２８日＝特別休会
７月 ５日＝普通例会
「会長・幹事就任挨拶」／田口会長ｴﾚｸﾄ担当
１２日＝クラブ定時総会
／田口会長ｴﾚｸﾄ担当
１９日＝普通例会
「理事、委員長挨拶」 ／田口会長ｴﾚｸﾄ担当
中津川センターＲＣ会長・幹事来訪
２６日＝普通例会
「理事、委員長挨拶」／田口会長ｴﾚｸﾄ担当
※７月度定例理事会 13：35～
８月 ２日＝社会奉仕事業移動例会
／社会奉仕委員会担当
中津川市立西小学校 11：30～
９日＝１２日(日)「納涼花火大会」 本町公園 19：00～
１６日＝１３日(月)「おいでん祭」に移動
十六銀行前本部 18：00～
２３日＝普通例会「水野五郎ＡＧクラブ訪問」／会長担当
クラブアッセンブリー２階役員室 13：40～15：00
３０日＝普通例会 ／会員増強委員会担当
※8 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～

行事予定
○第１回岐阜東濃Ｇ会長幹事事務局連絡会
（ﾎｽﾄ：多治見 RC、多治見西RC、多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC）
７月１３日（金）会議 17：00～産業文化ｾﾝﾀｰ４F 特別会議室
懇親会 18：30～ 松正
○Ｒ財団研修セミナー
７月２１日（土）10：30～ 岐阜グランドホテル
○第１回ＩＤＭ
７月２６日(木) アニーホール 18：30～
○地区研修委員会・職業奉仕委員会合同研修セミナー
７月２９日（日）10：30～ 岐阜都ホテル

会長の時間

林 彰会長

「60 周年の一年を振り返り」
最初に、この一年の奉仕活動は、委員長そして皆さんの協力と連携
の賜物と心より感謝をします。引き継いできた私たちの「活動が地域と
共に」あること、その「気持ちを地域の皆さんに」広めていこうと多くの
時間を共にして頂き有り難うございました。
一番に周年記念式典からお話したいと思います。その前夜は、雷と
共に激しい雨の中津川でした。明けて 4 月12 日の創立60 周年式典
は、多くのゲストをお迎えしたい私達の心が通じ、素晴らしい天気で
す。田山雅敏ガバナーは、「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。活動を共にする近隣クラブ会長役
員、多くのご来賓と共にお祝は、盛大に進み、思い出に残る日となり
ました。鳴海実 行委員長、市岡副実行委員長、式典委員会の皆さん
大変ご苦労様でした。
二番目は、10 月7 日から 4週間、日本画の巨匠である青邨画伯の
特別展、出前講座をあげたいと思います。地域の青少年や市民の皆
さんに、「中津川の記憶遺産」として中津川の先人である青邨画伯を呼
び戻そうと活動を進めました。今後への道筋に期待が膨らみます。特
に記念事業委員会の皆さんには、取り進めの調整に多くの時間を頂き
ました。特に市川副委員長有り難うございました。
三番目は、 昨年の 7月20 日の台湾三重扶輪社へ私達35 名で公
式訪問です。国際姉妹クラブとして継続調印式と、創立55 周年記念式
典に同席しお祝いの言葉を伝えることが出来ました。49 年に渡る姉妹
活動から、メンバーの中には親子二世代の友好の絆を繋いでいま
す。今や、私たちの日々の生活は、常にグローバルの中にあり両クラ
ブの財産です。桂川委員長のリーダーシップによる国際交流委員会
の皆さんご苦労様でした。
4 番目、5 番目へとさらに続く各委員会の活動の思い出は、紙面から
溢れていきます。「地域と共にロータリーの輪を広げよう」の方針のも
と、私にとって鶴田副会長、塚田会場監督、後藤幹事に多くを支えられ
た一年でありました。安藤親睦委員長をはじめメンバーの皆さんから
盛り上げていただき、お世話になり有り難うございました。
いよいよ中津川ロータリークラブ、その奉仕のバトンが田口義也会
長に渡ります。
〜新たなる旅立ち〜
Bon Voyage!!

㈲花松仏光社 様
１年間綺麗な卓上花をいただき
本当にありがとうございました。

～６月１４日 創立記念日例会～の 記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
6/7 補正出席率

48／69
41／69

69.56％
59.42％

本日の創立記念例会では、伊藤昇パスト会長より
創立記念日の卓話をいただきました。
チャーターナイトを知る会員として、皆に貴重な
当時の様子をお話しいただきました。

会員総数７４名、出席免除者５名

ビジター

創立記念例会の為 カードメーキャップ
中津川 CRC 郷原 基幸君

60 年皆出席表彰
伊藤 昇君

出席報告

ニコボックス発表
吉川 義康 君

可児 力 君

創立記念日卓話
伊藤 昇君

会長の時間
林 彰 君

創立記念日例会スナップ

懇親会の様子

親睦委員会の皆さん
設営ありがとう
ございました。

ニコボックス
★本日の例会は創立記念例会。伊藤昇PP 60 年の皆出席表彰お
めでとうございます。卓話もよろしくお願いいたします。親
睦委員会の皆様、懇親会設営お願いいたします。前田さんお
世話になります。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

★創立記念日例会の卓話を指名され同じ事ばかり喋るという
と「同時（おなじ）でよい。
」と言われた。辛抱して聞いてく
ださい。唯今は特別注文の皆出席バッチを戴いて誠に有難う
ございました。
伊藤 昇君
★大した貢献もせず来期よりゴールド会員にさせていただき
ました。
丸山輝城君
★伊藤 PP の 60 回目の皆出席をお祝いします。 原 眞平君
★伊藤昇パスト会長 60 年皆出席表彰お目でとうございます。
創立記念例会での卓話たのしみにしております。可児 力君

★本日は創立記念例会、誠におめでとうございます。伊藤昇パス
ト会長の卓話を楽しみにま参りした。RC の温故知新を心して
参ります。宜しくお願い致します。
加藤景司君
★本日創立記念例会おめでとうございます。伊藤昇パスト会長の
卓話を楽しみにしています。いよいよ本年度も残りわずかで
す。最後までがんばってください。我々はこれからです。皆さ
んのご協力を得て頑張っていきますのでよろしくお願いしま
す。
田口義也君、前田僚之君、志津竜良君
★本日の創立記念例会、誠におめでとうございます。伊藤昇パス
ト会長の卓話よろしくお願いいたします。本日で親睦委員会の
最後のお勤めになります。この一年本当にありがとうございま
した。
親睦委員会一同
★伊藤昇パスト会長の卓話楽しみにしています。
若森まりこ君、吉村和子君

本日のご申告 ４５ポイント（累計 1353.ポイント）
たくさんのご申告ありがとうございました。

幹 事

活動報告・退任挨拶
副会長

後藤 大作

無事に最終例会を迎えることが出来た事を嬉しく思い
ます。本当にいろんなことがありました。いろんな人に

鶴田 温

相談しました。ロータリーメンバーの素晴らしさは、見て

本年度は、60 周年の多くの事業と事務局員の退職

いないようで見てられること。相談には真剣にアドバイス

と不安を抱えてのスタートとなりましたが、今日副会長

を戴きました。幹事の仕事はメンバー皆様のご協力があ

の任を大過なく終えることができましたことを心より皆

ってこそ１年間を通して務めることができたと断言できます。皆様には心から

様に感謝申し上げます。60 周年の記念事業には、鳴

感謝いたします。 訪台・周年事業・式典・祝賀会と多くの事業に対して真剣

海実行委員長、市岡副実行委員長を中心に、前田青

に最後までやりきるメンバー皆様の集中力と行動力には驚きと感心するばか

邨展や大相撲中津川場所では、斎藤記念事業委員長他委員の皆様に。三重
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの訪台と調印式また、国際交流事業の野球教室＆ﾄｰｸｼｮｰなど
に桂川国際委員長他委員の皆様に。記念式典では安藤副委員長他委員の
皆様に、多くの方々のご協力をいただいて周年事業が計画どおり完遂できた
ことを感謝いたします。また、記念事業だけでなく、各ｸﾞﾙｰﾌﾟの理事・委員長
様におかれましても委員会事業にご協力いただきありがとうございました。皆

りでした。 ただ、１年間の残念だったことはロータリー活動の中心である例会
の出席人数が少なかったこと。これは私の力不足だったと思います。今年は
シルバー会員制度が承認されました。この制度は高齢化するこれからの時代
に相応しいクラブの生き残り策と思います。この新しい制度を自ら作り出した
ことは素晴らしいことです。他のクラブに先駆けた制度になるでしょう。
何はともあれ、誤字やミスにも寛容に受け入れていただいた皆様に感謝だ
けです。ありがとうございました。

様の一人一人が与えられた役割を黙々とこなして事業を成功させるロータリ
ーのすばらしさを感じさせていただいた一年でした。最後に、三宅会報委員
長におかれましては、年度当初から会報の作成に大変苦慮されて、本業の
仕事を差し置いて会報発行に尽力いただき、未発行もなく最後まで頑張って
いただきましたこと感謝いたします。1 年間ありがとうございました。

会場監督

塚田 晃

６０周年記念事業は、市内の子供達に向け 「前田青

全例会皆出席
１回休会者
２回休会者
３回休会者

市川 誠君
波多野 一夫君
伊藤 昇君、安藤正樹君、前野求重君
酒井康孝君、嶋崎兼之君、
三宅正朗君、山本亮君、吉川義康君

邨展」 「野球教室」 「大相撲中津川場所」 「周年記念
式典と三重との提携」そして通常事業と進められ担当
理事を中心として熱心に取り組まれ、年次総会では、
会則の改定がなされシルバー会員の制度が追加され
ました。ご苦労様でした。行事が進む中で互いの考え等連繫に欠ける事案が
みられました。ロータリークラブでは各業界のトップの集まる組織であるだけに
各々が今後充分留意され楽しいロータリー活動に心掛けて頂きたいと敢えて
記述しました。 今年は和やかで節度ある例会運営をお願い致しました。皆さ
んのご協力感謝致します。 互いに研鑽努力したこの一年の経験は大きな力

＜本年度米山奨学金寄付＞
７５名 ・・・・・合計 ７５万円
（6 月現在の会員プラス退会者太田聡さん）

以上、６０期の報告とさせていただきます。
皆様の御協力に感謝いたします。
米山奨学委員長 原 満夫
＜本年度ロータリー財団寄付＞
クラブ寄付（ポリオプラス） 250.18 ドル
100 ドル寄付（75 名）
7,700
ドル
合計 7,950.18 ドル

となり次年度以降の当クラブの飛躍に繋がる事を信じております。

創立60 周年実行委員長

鳴海 伸明

中津川ロータリークラブは創立60周年を迎え、先人
達の積み重ねてきた 59 年の伝統と歴史そして 60 年

＜本年度ロータリー財団 地区補助金受給＞
「ふるさと中津川の先人－前田青邨」 3,490 ドル
以上、６０期の報告とさせていただきます。
皆様の御協力に感謝いたします。
財団担当委員長 吉村庸輔

代の新たなスタートの周年実行委員長を務めさせて

「第 44 回中津川市消防協会操法大会」

いただき、3 つの記念事業と記念式典を行いました。

～6 月 17 日馬籠総合グラウンドにて～

いずれも会員の絶大なご支援ご協力のもと成功裡に
開催出来ましたこと感謝を申し上げます。 今年度のクラブテーマ「地域と共に
ロータリーの輪を拡げよう」のもと、未来を担う子供達を対象に、中津川の先人
か残した偉業を学びふるさとを思う心を育んでもらう。またトップストリートとの
交流を通して果敢にチャレンジする精神を養ってもらうため以下の事業を実
施いたしました。1.特別展「ふるさと中津川の先人前田青邨」 2.中日ドラゴン
ズ伊藤準規投手＆高橋周平選手 恩返し夢教室 in 中津川 ３.体験リニアのま
ち大相撲中津川場所。いずれも 60 周年記念事業の目的を達成し終了する事
ができました。これも一重に関係各位のご協力もとと感謝を申し上げ周年記念
事業の報告といたします。

友愛の席

恵那饅頭

二葉軒

味わい深い素朴な餡の甘味の酒蒸し饅頭

時は変われど 青邨画伯と千畝さん

そして我れが同じ小学校へ
伊藤 昇

前田青邨画伯 １８９０年
杉原千畝さん １９００年
伊藤 昇
１９２５年
共に中津尋常小学校へ入学しております。何か親近感が湧いてくる。
然し、その学校は１９１５年、一部を残し焼失、１９２１年南校として完成するまで北校で３年間通学しました。
そのころ中津川市の官公庁は凡て本町に集結、誠に都合がよかった。今に至るまでの移り変わりを図表にしました。
（税務署）
二代目 本陣跡 → 中央公民館 → 元市営プール 総合事務所
（役 場）
市川測量 → えびす公園 → 現場所
（国家 警察署）ＮＴＴ東角 → 現場所
（自治 警察署）元商工会議所 → 元労働金庫 → 廃止
（郵便局）
脇本陣跡 → 本陣跡 → 現場所
また恵那郡を統括する郡役所は、現図書館にあり郡の行政凡てを取り仕切っておりました。その２階では郡内徴兵検
査を受けた記憶は懐かしい。亦裁判所や登記所、建設省の支所もこの本町に在りました。

旧中津町役場（昭和８年まで使われた）

二代目 中津尋常小学校（ツンバリ小学校）

郡役所→図書館 松の木はそのまま

昭和８年から使われた庁舎。昭和３７年ころ。

中津川郵便局（元本陣跡）

中津川警察署庁舎（大正末期か）

二代目 自治中津川警察署

