２０１３年１1 月１１日

４つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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卓話講師・波多野一夫
）
卓話講師・波多野一夫 様（中津川 RC）
地区Ｒ財団部門

補助金小委員会

副委員長

本日のプログラム
１．開会点鐘
２．Ｒソング斉唱
３．ゲスト・ビジター紹介
４．会長の時間
５．会員慶事
６．食事と交歓
７．出席率報告・スマイルボックス発表
８．委員会報告
９．幹事報告・理事会報告
１０．卓話・地区Ｒ財団部門 補助金小委員会副委員長
波多野一夫君
１１. 閉会点鐘

今後のプログラム
11 月 11 日（月） 通常例会 支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・Ｒ財団担当
11 月 18 日（月） 通常例会

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕担当

11 月 25 日（月） 通常例会

組織強化情報・会員増強担当

12 月 2 日（月）

クラブ年次総会

12 月 9 日（月）

通常例会 管理運営・プログラム担当

12 月 16 日（月） 通常例会 会長・副会長・幹事担当

伊勢神宮で伊勢の通町のハッピを着て
式年遷宮に参加
ロータリー歴
１９９２年 １月 中津川 RC 入会
２００１年 理事 親睦委員長
東濃９クラブ親睦委員長会議開催
２００４年 役員 幹事
２０１０年
副会場監督
２０１１年 理事 国際交流委員長
地区Ｒ財団補助金委員
２０１２年・２０１３年
地区Ｒ財団補助金小委員会副委員長
（地区補助金担当）
米山功労者・ポールハリスフェロー（マルチブル）

12 月 23 日（月） 法定休日

前回の出席率
１０月 ２８日 ３６／４４
81.82％
１０月 ２１日 補正出席率 81.82%
会員総数 ４６名 出席免除者 ２名

趣味・・・日本の祭り鑑賞
（各地域の祭りに参加すること）
好きな言葉・・・感謝
生年月日
１９５１年（昭和２６年）１月２７日生

メーキャップ
小椋一朗君、小倉忠雄君、棚橋洋一君、鷹見憲三君
（ブラジル・レジストロ）、可児豊司君、堀 務君、小
木曽孝司君、安藤 茂君（中津川）

11 月度例会場設営当番
石川英治・古川和博・堀井弘之・柘植信成・梅田英樹
宮田義和・鷹見憲三

クラブテー
クラブテーマ
テーマ「健康と食によるアンチエイジング」
会長の時間

2630 地区大会
10 月 19 日
桑名市民会館

２０１３～２０１４年度

会長

小椋一朗

年末
気になる「喪中」の扱い、
気になる「喪中」の扱い、
歳暮やお年玉は？

年賀状やお歳暮など、そろそろ年末の準備を考える
季節になりました。中でも気になるのが「喪中」の
あつかい。地方によって習慣が違いますが、一般的
な喪中の期間やお歳暮を贈っていいか等解りにくい
と思いますが・・・
喪中はがきについて、故人が祖父母や兄弟姉妹（義
喪中はがき
兄弟姉妹）、娘の夫、妻の親など少し離れた関係の場
合に悩むことが多いと思います。
喪に服す期間は、実の父母と夫が十三カ月、夫の
父母や父方の祖父母が百五十日、妻や母が他の祖父
母、兄弟姉妹が九十日等を基本にしますが、同居の
有無や親しさなど、状況に応じて違ってくると思い
ます。
一般的に、故人が配偶者や父母など一親等の場合は、
一年間を喪中とします。配偶者の親が亡くなった場
合、最近は夫婦そろって喪中とすることが多いです。
妻の父親が亡くなり、夫婦連名で喪中はがきを出す
際、故人は「義父、岳父、妻の父」等、夫から見た
続柄を書きます。ただ、年賀状もおせち料理もない
正月は寂しいものです。喪中はがきを受け取った人
は、
「年賀状は控えますが、元気に新しい年をお迎え
下さい。」など相手を気遣う一筆を年末のうちに送る
と喜ばれるそうです。喪中はがきは先方のことも考
えて十一月中に出すのが礼儀だと思います。
お歳暮やお年玉の扱いはどうしたらいいのか。
お歳暮は、世話になった方々のお礼で祝い事では
ないので贈っても、贈られてもかまわないです。
送り先が喪中の場合は、紅白の水引は控えて、白無
地の短冊で「お歳暮」とするといいと思います。
お年玉は、子供たちが楽しみにしていることもあ
り、「あげてもいい」です。
最近では、日本特有の文化、しきたりが若い人たち
の間でどんどん破壊されつつあります。年賀状にし
ても、喪中はがきにしても、お歳暮にしてもさみし
い限りです。我が中津川センターロータリーの会員
家族では、次年度の若い人たちにも、日本特有の文
化、しきたりは教えていきたいですね。我が家でも、
子供や孫たちと話をすることがあります。

参加者 小椋一朗君
鈴木捷也君
丸山充信君
古川和博君
吉田賢治君

郷原基幸君 伊藤博行君
幸脇利幸君 立木亮治君
勝野正彦君 安藤茂君
垂水孝也君 丹羽継正君
佐古和也君

地区大会報告
丹羽継正

10 月 19 日(土)13－14 年度 RI 第 2630 地区加
賀ガバナーのお膝元である桑名市民会館で行わ
れました地区大会に行ってまいりました。
入会してから初めての対外的な行事への参加
ということで緊張して前の日は眠れませんでし
たが、会長幹事をはじめ、諸先輩方のご配慮と行
き帰りのバスに同乗いただいた中津川 RC の方々
のおかげをもちまして大変楽しい時間を過ごさ
せて頂きました。
途中、事故による渋滞もありましたが無事、本
会議の始まる時間に到着し、大ホール内にて着席
すると加賀ガバナーの開会点鐘により会がはじ
まりました。ピリッとした緊張感が高まり、韓国
国歌斉唱、日本国歌、ロータリーソング斉唱と続
きましたが、なぜここで韓国国歌なのか？と第一
の疑問。あとから分ることなのですが、IAC 調印
書交換のために第 3600 地区ガバナーが韓国から
お見えになっていたということで、さすが RC の
活動は国際的に行われているのだなと思いまし
た。ところで IAC って何だろう？と思いつつ以下
RI 表彰、地区表彰と表彰式が続き、ロータリー財
団、米山記念奨学会の表彰、ローターアクトクラ
ブ、インターアクトクラブ、Ｒ財団学友会とまた
また、わからない言葉が出てまいりましたが、そ
れぞれの若い代表の方がお礼のスピーチをされ
ていたところをみるとロータリークラブでは次
世代を担う若い方達へのバックアップを数多く
お手伝いをしているのだなと改めて感心をいた
しました。また、自分もそのロータリアンとして
何が出来るのかを考えさせられました。
今回のことで知らない言葉が多く、基本的なロ
ータリー用語くらいは勉強をしてから参加した
方がよいと思いました。
以上で地区大会参加のご報告とさせて頂きます。

40 周年準備委員会メンバー
実行委員長：丸山充信
地区大会報告
伊藤博行

副委員長：堀
委 員：原

正勝
恵 雄 、立 木 亮 治 、小 林

昇

オブザーバー
本年度地区大会に会長エレクトとして参加し、色々と
勉強してきました。桑名市での開催であり、中津川 RC
のメンバーとの動向は、とても良いことであるとおも
いました。移動の間に中津川 RC の皆様と様々な意見
交換ができ両クラブの現況が理解できて今後の活動
にも互いの協力体制がとれるものと確信しています。
さて、肝心の地区大会ですが、大会一日目の参加でも
ありそれほどの感動はなく淡々としたものでした。や
はり大会二日目に参加することが良いのではと思い
ました。とくに新会員の方たちにもロータリーらしさ
が味わえたのではと感じました。
地区大会の開催は事前の準備から大変な労力、時間、
費用等々、2630 地区約 3,200 名余の理会と協力がなけ
れば開催できません。開催ホストクラブには敬意を表
したいとおもいます。次年度はいよいよ東濃地区での
開催が決定し、多治見西 RC がホストになられます。
我々クラブからも地区大会委員として 3 名の派遣が決
まり、お手伝いすることになっています。まだその中
身たるものは解っていませんが、是非とも時代に即応
した斬新な大会の開催を望みたいものです。
最後に大会出席に対し色々と配慮をいただきました
役員の皆様に感謝申し上げます。

伊藤博行、小椋一朗、垂見孝也
吉村浩平、板頭鈔三
国際ロータリー2630 地区
岐阜東濃グループ
クラブ会長 各位
国際ロータリー2630 地区
ガバナー
加賀 修
岐阜東濃グループ
ガバナー補佐 成重隆志

グループ研修会開催のご案内
前略 全国 34 地区のうち前年度末の統計では、16 地
区が増強に転じ、全国平均は、ほぼ増減なしの状態の
中で、2630 地区の会員減少率はワースト５という状
況を踏まえ、クラブの会員基盤を強化しなければなら
ないと存じます。つきましては、下記により、指導者
並びに新会員を中心にグループ内の研修会を開催し
たいと存じます。
ご多忙の折、恐縮に存じますが、義務者のご出席をご
配慮賜りたくご案内申し上げます。
草々
記

地区大会報告
吉田賢治

開催日時
２０１３年１２月８日（日）１４：００～
開催場所
瑞浪市総合文化センター
登 録 費
１，０００円
※登録費は、各クラブまとめて当日ご持参ください。

クラブの研修参加義務者
・岐阜県・三重県の 80 のＲＣから、2,000 人以上の
メンバーが集まる大会が毎年開催される事に驚き
ました。
・開会式では、最初に大韓民国国歌の斉唱があり、続
いて日本国歌をソプラノ歌手独唱と、国際色豊かな
大会である事にも感心しました。
・昨今の日本を取り巻く国際関係の難しさを考えると
韓国やオーストラリアの交換留学生が、スピーチの
中で、日本の生活を楽しみながら、日本の伝統や文
化を理解し、ロータリークラブの草の根レベルから
の国際交流を行っている事の意義の深さを痛感し
ました。
・毎年多くの方々の奉仕が、皆様の前で顕彰される事
は、大きな奉仕の輪に広がっていく事であると思い
ました。

会長（小椋一朗）副会長（石川英治）幹事（郷原基幸）
会長エレクト（伊藤博行）．副幹事（垂見孝也）
クラブの情報担当委員（幸脇利幸）
広報担当委員（佐古和也）
会員増強担当委員（安藤 茂）
入会後３年未満の会員
（五島健一、武井 理、淺井達雄、後藤正、丹羽継正、
吉田賢治）

例会場：中津川商工会議所
例会日：月曜日 12：30 分～13：30
事務局：中津川商工会議所 3 階
電 話：０５７３－６６－７３０１
E－mail：info@2630ncrotary.org
http://www.2630ncrotary.org

発行責任者
会長
幹事
会報

小椋一朗
郷原基幸
佐古和也

青春アーカイブス

吉村浩平君のページ

1998 年
真中が私です。JC ライフのなか
でも特に思い出に残る「とうかい
号」での晴れ舞台です。
楽しかったな～
楽しかったな～

スマイルボックス
スマイルボックス
1998 年の出来事
長野冬季オリンピック開幕（男子スキージャンプ
団体の金メダルは日本中の感動を呼んだ）サッカ
ーワールドカップ・フランス大会に日本が初出場。
小渕恵三内閣が発足。
映画「タイタニック」ブーム。

本日は地区大会報告です。丹羽君、吉田君、伊藤君
の報告を楽しみにしています。
会長
小椋一朗
副会長 石川英治
幹事
郷原基幸
創立 40 周年準備委員会が立ち上がりました。
委員長として丸山充信君を任命しました。
伊藤博行、丸山充信

例会変更案内
中津川ＲＣ
１１月１４日（木）→ １７日（日）防災運動会、第
１中学校にて

恵那ＲＣ
１１月１４日（木）→ 同日午前８時～ 会長杯ゴル
フコンペ、恵那峡カントリークラブ

会員慶事

会員誕生日
会員誕生日
伊藤博行君 11 月 9 日
中田義昭君 11 月 16 日
鷹見幸久君 11 月 22 日
(磯村邦彦君 11 月 18 日)

夫人誕生日
淺井昌子さん 11 月 4 日
原 みのりさん 11 月 16 日

本日、例会研究会、理事会を休ませていただいたの
で。
吉村浩平
本日のウイクリー「青春アーカイブス」懐かしい写
真が載っていました。浅井さんに感謝。
丸山充信
久しぶりの出席です。よろしくお願い致します。
山本正博
議会だよりができました。御一読下さい。
鷹見憲三
本日の申告Ｐ18,000

累計Ｐ344,000

結婚記念日
佐古和也君・智蕙さん
11 月
織田光好君・直美さん
11 月
勝野正彦君・淑子さん
11 月
郷原基幸君・千佳さん
11 月
淺井達雄君・昌子さん
11 月
鷹見憲三君・智穂子さん 11 月
安藤 茂君・貴子さん
11 月

4日
20 日
22 日
23 日
25 日
27 日
28 日

