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： 会員一人一人の好意と友情を深めよう

2010〜2011 年度 ＲＩテーマ

皆様あけましておめでとうございます。旧年中はいろいろとお世話になりました。本
年もよろしくお願い申しあげます。
本日は親睦活動委員会によります新年家族例会です。今年一年が楽しく、世の中の
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景気も良くなりますよう、賑々しくお過ごし下さい。 ――

会長 勝野 正彦

本日のプログラム
新年家族例会
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の好意と友情を深めよう」、この言葉で６ヵ月が経

（21：00 閉会予定）

ちました。
８月にはガバナー補佐加納忠行氏、ガバナー桑月心氏の公式訪問も無事終えまし

今後のプログラム

た。特にガバナー公式訪問は当クラブがホストを務めました。１０月には東濃分区 IM が
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多治見で開催され鷺谷 威 先生の興味ある大地震の話また多治見少年少女合唱団の
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ライオンキングの演奏も楽しく聴きました。子どもたちの屈託の無い素晴らしい演奏でし
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た。また高山市で催された地区大会の記念講演では金美齢氏による「地域の繁栄は国

さ ぎ や たけし

きん び れい

の繁栄」の演題でこれからの日本のあり方のひとつを興味深く聞きました。
さて、当クラブ内では８月には親睦委員会による納涼ｶ家族例会、９月には中津川ロ
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ー財団委員会による地区ロータリー財団委員長、渡邉忠彦氏の卓話と外部からのお客
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様をお招きしました。１１月には四ツ目川遊砂工の環境ワーキングに移動例会として参
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ータリークラブとの合同例会、環境保全委員会によるメダカ池清掃作業の移動例会、大
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加、社会奉仕委員会による恵美グループの工場見学、自社の賄いの昼食大変美味し

丸山充信君、立木亮治君、小木曽孝

くいただきました。

司君、伊藤博行君、石川英治君、田
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また、かねてから米山奨学委員会が進めてきました米山記念奨学生も中京学院大学の二人の方が書類審査をパスされ
ました。後は１月に行われる面接試験が無事とおることを祈りたいです。
半年を振り返って見ますと決して派手ではありませんが各委員会が確実に一歩一歩前に進んでいただけました。あらためて
会員の皆様に感謝申し上げます。

幹事 南 裕之
７月より幹事を務めさせて頂いて半年になります。半期を振り返って思ったことをお話します。
先ず会報についてですが、今年は会報委員長に御苦労を掛け、事前に会長と私とで原稿をチ
ェックさせて頂いております。これにより誤字、脱字等はなくなり読みやすい会報になっていると
思います。
さて、印象に残る事業としては９月のメダカ池の清掃と１１月の四ッ目川遊砂工の環境ワーキン
グを例会として行なえたことです。どちらも一般市民の方々と共に草刈作業でしたが、皆さん汗
だくになりながら一生懸命やられている様子がとても印象的でした。そして思う事は、我がクラブ
の奉仕も少しずつ変化があるのではないか。これから考えられる環境とか青少年といった部類では、英知とか労力というもの
が要求される様な気がします。
ロータリークラブの奉仕も時代と共に少しずつ変化しています。変えて良いもの、変えてはいけないものをよく考慮しながら
残された任期、幹事職をまっとうさせて頂きたいので皆様のご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

SAA 委員長

織田光好

まずは、勝野・南丸の前期を無事終えることが出来、ご苦労様でした。これも会員の皆様方によ
るご協力の賜と、感謝申し上げます。また、後期もたくさんお事業が予定されておりますのでよろ
しくお願いいたします。
半期を通じ目に余るのが、昼のお弁当が余ると言うことです。やむを得ない場合もあるかと思い
ますが、一日前には事務局へ届出ていただければ無駄な弁当が省けますので、ご協力お願い
いたします。SAA としてはこのようなところです。
話は政治の話へと大きく変わりますが、ここ数ヶ月より TPP という言葉が出てきました。これは、環太平洋戦略的経済連携協
定を略したものです【TPP とは、FTA（自由貿易協定：関税等の規制を撤廃し、物流を自由に行えるようにする、主に 2 国間
の国際協定）を包括する EPA（経済連携協定：物流のみならず、人や知的財産・金融資産等を含めた親密な関係強化を目
指す協定）である】。シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、ペルー、アメリカ、ベトナム、マレーシ
アの 9 カ国が TPP に参加表明しており、日本もその意向はあるようですが、その場合の農業への影響は大きい。国産牛肉
は 4−5 等級しか残らない予想。玄米は 500％、バターは 360％といった全ての関税が撤廃されるなど、国内農業の経済損
失は 2 兆円弱に上るでしょう。また、食糧自給率（カロリーベース）を平成 35 年までに 38％から 50％に引き上げるという公約
（民主党マニフェスト）も、TPP が実施されれば 16％に落ち、水や環境への問題に発展するという予測もあります。貿易問題
と日本の農業をどうしたらよいか、結論は出ませんが、勉強した範囲で発表させていただきました。
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前 大野達哉（おおのたつや）

生年月日

昭和３９年２月９日

住

岐阜市鏡島南４‑７‑１５

所

４６歳

勤務先

岐阜信用金庫 中津川支店長

最終学歴

法政大学 経営学部

趣

登山

味

Smile Box
 本日は 2010 年最後の例会です。卓話は半期を振り返って 3 名でお話しますので、宜しくお願い致します。
 本年最期の例会となりました。1 年間いろいろお世話になりまして有難うございました。クラブの発展と、会員諸兄の一
層のご健勝を祈念してやみません。

磯村邦彦

 平成 22 年も後わずかで終わろうとしています。今年 6 月まで、会員の皆さんご家族の皆さんには大変お世話になりまし
た。感謝申し上げます。来年こそは良い年になる事を信じ、皆さん良いお年をお迎え下さい。

板頭鈔三

 今年も余すところ 10 日程、12／29 早朝より恵那神社の大祓祭、午後からは中川神社の元旦準備際、元旦は恵那神社で「豚
汁 400 杯」中川神社は「おでん 800 本」を準備いたします。熱々を召し上がりながらお参り下さい。お待ちしています。
では、良いお年をお迎え下さい。

恵那神社・中川神社氏子総代会長 可児豊司

 35 年連続皆出席バッジを頂き、有難うございました。

小木曽孝司

 母の葬儀の節は大変お世話になりました。

宮田義和

 早朝例会ご利用頂き有難うございました。

佐古和也

 先週ＩＤＭを行いました。参加された方お疲れ様でした。

小栗正義

 結婚記念のお花を届けて頂き有難うございました。

堀 務

 12 月 23 日、中津川ウィンターフェスティバルライブが駅前で開催され、中京学院大学女子学生 2 名が司会を努めます。
宜しくお願いします。又、Ｕ−19（アンダー19）で中京学院大学生 2 名が日本代表で出場していた男子ソフトボールアジ
ア選手権がインドで開催され、全勝優勝しました。2 年後に開催される世界大会の出場権を獲得しました。

田中信博

 18 日に富士通テン・中津川ミュージックステーションに妻と一緒に行って来ました。森山さんの華麗なドラムに酔いし
れ、妻にも良いクリスマスプレゼントが出来ました。赤座先生有難うございました。

南 裕之

 去る 12 月 18 日土曜日、第 1 回富士通テンミュージックステーションが大盛況にて終了する事が出来ました。これはチャ
リティーコンサートで、利益は全て寄附されるとのことでした。森山威男、今岡友美のステージも素晴らしいものだった
と思います。お越し頂きました会員の皆様方、誠に有難うございました。

赤座 薫

 12 月 22 日日比野克彦さんプロデュースの「こよみのよぶね」なるイベントに歌舞伎保存会が出演致します。この寒空、
長良川を舞台船に川下りします。

伊藤 隆

 先週佐古さんの所へ行けませんでした。

安藤 茂

 早退します。

垂見孝也

会員誕生日

婦人誕生日

結婚記念日

春日井浩二君

1月6日

熊崎紀子さん

1月6日

小倉忠雄君・悦子さん

安藤 茂君

1月8日

堀 スミ子さん 1 月 17 日

伊藤 隆君・真知子さん 1 月 16 日

幸脇利幸君

1 月 18 日

伊藤孝子さん

1 月 23 日

宮田義和君・とも子さん 1 月 16 日

織田光好君

1 月 31 日

小椋康子さん

1 月 29 日

村上幸博君・歌子さん
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