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クラブテーマ 【 職業奉仕で育む ロータリーの和 】
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本日の例会プログラム

パルティールプラス

※ガバナー会長幹事懇談会 10：45～11：30
※昼 食
11：30～12：20
※例 会
12：30～13：30
１．開会点鐘
２．「国歌」及び「奉仕の理想」斉唱
３．ゲストの紹介
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2630 地区

き む ら きよゆき

木村静之ガバナー
まみやひさと

〃
間宮久人地区代表幹事
〃 岐阜東濃ｸﾞﾙｰﾌﾟ 水野五郎ガバナー補佐
４．ガバナー補佐挨拶
水野五郎君
５．地区委員出向者・米山奨学生紹介
青少年育成小委員会副委員長 恵那RC 藤下和也君
ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金小委員会 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金担当
中津川 RC 波多野一夫君

米山奨学生
レーヴァン クイ君(中津川ｾﾝﾀｰ RC)
６．会長の時間（中津川 RC・恵那 RC・中津川ｾﾝﾀｰ RC）
７．各クラブ出席率発表、ニコボックス発表
８．ガバナー卓話
木村静之ガバナー
９．閉会点鐘

会長の時間

田口義也会長

ゲスト紹介
２０１８～２０１９年度
国際ロータリー第２６３０地区
ガバナー
き む ら

きよ ゆき

木村 静之君
生年月日
昭和27年（1952年）10月25日
職
業
弁護士
所属クラブ 岐阜加納ロータリークラブ
略 歴
東京大学 法学部 卒業
1981 年
弁護士登録
2000 年
(株)KVK 社外監査役
2016 年
富士変速機(株)社外取締役
2016 年
ﾚｼｯﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)社外取締役
ロータリー歴
1994 年
岐阜加納 RC 入会
2007～08 年
岐阜加納 RC 幹事
2012～13 年
岐阜加納 RC 会長
2016～17 年
岐阜 B グループガバナー補佐
2017～18 年
ガバナーエレクト
ベネファクター・メジャードナー・米山功労者（マルチプル）

「職業奉仕で育むロータリーの和」のもと、地域社会奉仕
事業として、地区補助金を活用した「摘み取ろう危険の芽
皆さんこんにちは、木村ガバナー、間宮地区代表幹事、
育もう気づく力 プロジェクト」を実施しています。これ
水野ガバナー補佐、恵那ロータリークラブの皆様、中津
は、地震災害時に頻発する備品、家具等の転倒や飛散によ
川センターロータリークラブの皆様 歓迎いたします。
る災害を防ぐために、
市内 19 校の小学校を対象に備品等の
そして米山奨学生レーヴァン クイ君初めまして。中津川
固定作業を行なう事業です。中津川市、中津川市教育委員
クラブも宜しくお願いします。2018 年～2019 年度が始
会、また、地元防災士団体である NPO 法人防災士なかつ
まり 2 ヶ月が過ぎ、漸く各クラブの活動計画に沿った事
がわ会さんとの共催で実施しております。
業が始まっている事と存じますが、如何でしょうか？
この事業を通して地区の重点目標の一つである「奉仕活動
日本列島では、7 月の西日本豪雨、台風 12 号に始まり
の充実」また「公共イメージと認知度の向上」を目指し、
21 号と台風の数も昨年一年間 27 に迫っています。また、
地域社会へ向けた奉仕活動のインスピレーションを目指し
35 度を超す猛烈な暑さの為、ダブルパンチで大変な生活
ています。そして、さらなる会員増強につながれば幸いと
を強いられている方々が今なおいらっしゃることに、心
思っています。短い時間ではありますが、今日の木村ガバ
を痛めるばかりです。
ナー公式訪問３RC 合同例会が有意義な時間であることを
本年度、中津川ロータリークラブでは、クラブテーマ
切に思い会長の時間とさせて頂きます。

８月度定例理事会開催報告

～８月３０日～ の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
8／23 補正出席率

ニコボックス

48／66
66／66

72.72％
100%

会員総数７３、出席免除者７名

★先週は、例会に続き、クラブアッセンブリーと長時間にわ
たり大変ご苦労様でした。来週もガバナー補佐公式訪問 3
ロータリークラブ合同例会、再来週はセンタークラブとの
合同例会と行事が続きますので、よろしくお願いします。
桂川邦俊様、消防団副団長としての卓話、楽しみにしてい
ますので、よろしくお願いします。
会長・田口義也君、副会長・前田僚之君、幹事・志津竜良君

★いつも中津川市消防団にご理解、ご協力を頂きありがとう
ございます。本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願い
致します。
桂川邦俊君
★久しぶりに参りました。桂川副団長の卓話を聞きに参りま
した。
丸山輝城君
★桂川副団長の卓話を楽しみに拝聴致します。 岡山金平君
★桂川副団長、本日の卓話、宜しくお願いします。
原 眞平君

★桂川消防副団長の卓話、楽しみにしております。

2018 年 8 月 30 日(木）商工会議所２階会議室 13：35～
出席者： 田口義也君、前田僚之君、岡山金平君、
林 彰君、安藤正樹君、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
会長挨拶
議題
1. ９月･１０月の例会プログラムについて
／ 例会運営委員会
☆承認
2. ９月・１０月度定例理事会について
／幹事
９月２７日(木)例会終了後 ２F 小会議室
１０月２５日(木)例会終了後 ２F 小会議室
☆承認
3.「出前講座について」 ／職業奉仕委員会担当

10 月 24 日(水)中津川市立第二中学校 ２年生 140 名
10:00
集合
10:15～
セレモニー
10:40～11:30
出前講座（６講座）
12:00
終了 （ 終了後食事）
講師・・佐藤好哉君、小縣一夫君、市川 誠君
近藤直樹君、三宅正朗君、山本 亮君 ☆承認

吉村敏博君

★本日の卓話 桂川中津川市消防団副団長、宜しくお願いし
ます。会員増強委員長･齊藤 隆君、会員増強委員･市岡孝之君
鳴海伸明君、鶴田 温君
★桂川副団長の卓話、楽しみです。
塚田 晃君

★消防団の皆様には、私ども老人福祉施設が大変お世話にな
っており、感謝申し上げます。本日の卓話期待しておりま
す。
土屋大二郎君
★本日の会員増強委員会担当の卓話、中津川市消防団桂川副
団長、よろしくお願い致します。
吉川義康君
★中津川市消防団副団長桂川君の卓話、楽しみに聞かせてい
ただきます。
長野和夫君
★桂川消防副団長、本日の卓話よろしくお願いします。楽し
みです。
勝野安和君・大鋸伸行君
★桂川親睦委員長の卓話、楽しみに拝聴させて頂きます。
佐藤好哉君

★本日より、会報に中山道道中記を掲載させていただきま
す。鈴木力パスト会長と中山道資料館の安藤館長にご協力
をいただいております。知っているようで知らない中山道
の旅をお楽しみ下さい。
会報発行委員会・山本亮君、前野求重君

★早退します。2 名 本日の申告43 ポイント(累計365 ポイント)

会長の時間
田口義也会長

卓話者紹介
齊藤 隆会員増強委員長

4. ホームページ会員ページの閲覧方法について ／幹事
会員向け情報 の項目を追加しました
中津川ＲＣ会員のみパスワード入力により閲覧
できるページです。
詳細は、例会にて資料を配布する
☆承認
5. ガバナー補佐選出 及び地区出向者の選出について
※担当委員会を決めて対応する件について、
今後検討していく
☆承認
報告事項
・他行事日程確認
役員理事指名委員会会議 9 月 4 日(火)春本 18：30～
ＣＬＰ戦略会議 10 月 4 日(木)ﾁｬｲﾆｰｽﾞ勝宗 18：30～
地区大会
10 月 13 日(土)～14 日（日）
長良川国際会議場 11 名登録
財団セミナー10 月 20 日(土)ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津 10：30～
岐阜東濃グループＩＭ
11 月 10 日(土)多治見ﾊﾞﾛｰ文化ﾎｰﾙ 25 名登録、
・地域協賛事業費等について
犯罪被害者支援費 正会員
30,000 円

卓話
桂川邦俊中津川市消防団副団長「中津川市消防団の現状と今後の活動について」

十返舎一八 木曽街道中膝栗毛

弥次喜多道中

（中津川三宿 街道筋の巻）
◎街道筋の解説
伊能忠敬(中津川市中山道歴史資料館 安藤嘉之館長)

◎街道筋の案内
弥次郎兵衛 (例会運営委員長 鈴木力)
喜多八 (会報発行委員長 山本亮)

第２話 肺臓川
中津川方面から中山道に沿って車を走らせると、坂本の広久手の坂を下ったところで「恵那市」と刻まれた石碑が見
えてきます。そこを越えると恵那市になるのですが、その手前に小さな川が流れています。恵那市と中津川市を分かつ
境の川です。川の名前は、肺臓川。ちょっとショッキングな名前ですね。この地域の方に話を聞くと、大正時代までこ
の川のことを灰曽川（はいぞがわ）と呼んでいたので、その当て字で「肺臓川」になったのではないかということです。
江戸時代の文化年間、道中奉行によって描かれた中山道分間
延絵図。その１４巻には、大井村の支村で尾張領だった岡瀬沢
村と千村平右衛門領だった茄子川村の境が出てきます。村境を
表わす赤丸の位置を見ると、そこには小さな川が描かれていま
す。灰曽川（肺臓川）です。つまり、少なくとも文化年間から
約２１５年間、いや江戸時代は戦乱がなく、村境が簡単に変わ
ることはなかったことを考えれば、江戸時代前半から３６０年
以上、境が変わっていないということも言えるかも知れませ
ん。生活も文化も産業も江戸時代とは大きく変化した現代。し
かし境の川はずっと変わっていないのです。
肺臓川は、茄子川地区鯉ヶ平の氏神、愛宕神社の山を水源と
し、二軒屋の大堤に注ぎ、そこからまた南に出て最後は木曽川
村境の石碑（恵那市側より）肺臓川（中津川市側より）
に注いでいます。

社会奉仕委員会事業 今後の予定
中津川市内小学校における備品等転倒防止対策事業
9／ 9
10／7
神坂小学校
山口小学校
9／16
11／4
坂下小学校
福岡小学校
9／30
落合小学校
川上小学校 11／18

小学生に防災意識を持ってもらう為、家庭内の
危険個所をチェックできるチラシを市内 19 小学
校の約 4700 人に配布しました。

クラブテーマ【 職業奉仕で育む
親睦委員会開催報告

開 催：8 月 31 日(木)18：30～ 中央食堂
・9/6 3RC 合同例会について
・中津川ｾﾝﾀｰ RC・中津川 RC 合同例会について
・9～12 月役割分担について
・家族例会について
出席者:志津竜良幹事、桂川邦俊親睦委員長、
坂巻裕史副委員長、垂見匡高君、亀山英孝君、
鈴木正樹君、木村倫典君、近藤直樹君、小澤賢一君、
光岡要次郎君

今後の例会予定
９月１３日＝センタークラブと合同例会
ホスト:中津川 RC ／会長・親睦委員会担当
「木曽路・旧館」 例会 18：30～18：55
「木曽路・新館」 懇親会 19：00～21：00
２０日＝特別休会
２７日＝普通例会 会員卓話 /情報研修委員会担当
卓話：原 眞平 情報研修委員長
※9 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～
１０月４日＝普通例会
／米山奨学委員会担当
卓話者：三尾義彦君
村瀬祐治地区米山奨学委員長
「上海米山学友会について・特別寄付金について」
１１日＝普通例会
／国際交流委員会担当
卓話者：波多野一夫 R 財団補助金担当委員会委員
「地区から見た中津川ＲＣの国際奉仕」
１８日＝特別休会
２５日＝普通例会
／例会運営委員会担当
／地域安心交流・広報委員会担当
卓話者：中津川観光協会会長 大井久司様
「中津川市の観光について」
※10 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～
１１月 1 日→１０月２８日(日)
「中津川ふるさとじまん祭菓子まつり」に移動
東美濃ふれあいセンター入口 11:00～
中津川ＲＣ委員会行事予定

ＣＬＰ戦略委員会 １０月４日(木) ﾁｬｲﾆｰｽﾞ 18:30～
出前講座 (職業奉仕委員会担当事業)
１０月２４日(水)中津川市立第二中学校 10：15～
講師：佐藤好哉君、小縣一夫君、市川誠君、
近藤直樹君、三宅正朗君、山本 亮君
地区・その他の予定

地区大会
１０月１３日(土)･１４日(日) 岐阜都ホテル
ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨｨﾝｸﾞ）
（ﾎｽﾄ：多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC）
１１月１０日(土) 多治見バロー文化ホール
中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ（ﾎｽﾄ：中津川 JC）
１１月２５日(日) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部

ロータリーの和】

埋め草

第 2 回「旧名古屋控訴院」

山本 亮
名古屋市東区白壁に戦前の裁判所の姿をそのま
ま残している建物があります。現在は名古屋市市政
資料館となっている旧名古屋控訴院です。現在の裁
判所建築は素っ気ないほど装飾性がありませんが、
旧名古屋控訴院の壮麗さには圧倒されます。かなわ
ぬこととは知りながら、このような威厳と風格のあ
る裁判所で一世一代の弁論をしてみたい、という気
にさせられます。館内には戦前の法廷が再現されて
おり、裁判に関する展示が沢山ありますので、ぜひ
お出かけください。お勧めいたします。

旧名古屋控訴院
(出典：Wikipedia)
玄関とステンドグラス（同）

地区大会開催要項
１０月１３日(土)･１４日(日)
１３日(土) 中津川商工会議所出発 9：30
13：30 開会点鐘 本会議
9：00基調講演
開会点鍾 会員基盤を整える
本会議
14：30

しらこま ひ と み

～ロータリーを知り、ロータリーを楽しむ～
10：30
記念公演 博多の歴女 白駒妃登美様
RI 第 2710 地区パストガバナー西村栄時
テーマ「日本人力の凄さ」
17：00 閉会点鐘
12：30 閉会点鐘
１４日(日)
9：15 開会点鍾 本会議
11：00 記念公演
みんな地球に生きるひと
～日本の国際化と子どもの未来～
講師：アグネス・チャン
12：30 閉会点鐘

ロータリーレートのお知 らせ
２０１８年 9 月は １㌦＝1１2 円になります。（8 月と同じ）
他クラブ移動案内
中津川センター＝9／10(月)の例会は

中津川 RC・中津川センターRC 合同例会
「木曽路」13 日 18：30～
恵
那＝9／11(火)の例会は夜間例会
「ニューウエーブ」にて 18：30～
多治見リバーサイド＝9／11(火)の例会は企業訪問例会
「ヤマザキマザック株式会社」13：30～

