2014 年２月３日

４つのテスト

クラブテーマ
クラブテーマ「健康と食によるアンチエイジング」

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

会長の時間
２０１３～２０１４年度

会長

小椋一朗

鬼は外
鬼は外
福は内

本日のプログラム
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

開会点鐘
Ｒソング斉唱
会長の時間
会員慶事
食事と交歓
出席率報告・スマイルボックス発表
委員会報告
幹事報告
「卓話」・・・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・国際奉仕担当
可児豊司君
10. 閉会点鐘

今後のプログラム
２月 ３日（月）
２月１０日（月）
２月１７日（月）
２月２４日（月）
２月２８日（金）
３月 ３日（月）
３月１０日（月）

通常例会（国際奉仕委員会担当）
特別休会
創立記念例会（会長）
通常例会（職業奉仕委員会担当）
東濃Ｇ会長・幹事会議（多治見）
クラブフォーラム（会長）
中津川・センター両ｸﾗﾌﾞ
夜間合同例会（ﾎｽﾄ・センターRC）
３月１５日（土） 会長エレクト研修セミナー・多治見
３月１７日（月） 〃
報告（会長エレクト）

連続皆出席表彰
可児豊司君…３８年、 小木曽孝司君…３８年

前回の出席率
1 月 ２７日 ３８／４４
８６．３６％
１月 ２０日 補正出席率 ８２．２２％
会員総数 ４６名 出席免除者 ２名
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

NO1762

発行責任者
会長
幹事
会報

小椋一朗
郷原基幸
佐古和也

節分

節分とは、季節と季節のはざま、つなぎめ。様々
な邪気祓いをこの日に行います。
節分の次の日にやってくる春の訪れ『立春』を迎え
る前、新しい季節を迎える為の準備です。
「立秋」は生命にとっては厳しい季節である冬を終
え、待ちに待った春を迎える一年で最も喜びに満ち
た大切な時です。訪れる変化にスムーズに移行して
いけるように、刺さると痛い「ヒイラギのとげ」魔
の目をいる「豆」強い匂いを放つ「いわし」などが
使われる厄除けの行事です。
作法は、煎った大豆を
神棚に供え、奥の部屋
から玄関へ順番にま
くとされています。
その後、年の数もしく
は年の数プラス一粒
を食べますが、作法は
一様ではありません。
最近では、昭和時代に関西地方から始まり全国に普
及している節分に食べると縁起がいいとされる太巻
き（恵方巻き）なんかも流行しています。
煎った豆を使うのは、生豆を使って拾い忘れたも
のから芽が出ると再び鬼が芽を出してやってくるの
で良くないといわれているからだそうです。
太巻き（恵方巻き）は福を巻き込むからで、切ら
ないのは、縁を切らないためと言われています。
こんなふうに行事の由来やエピソードをたどって
いくと、思いがけないつながりを見つけることがあ
ります。それは日本の文化や風習の奥深さや豊かさ
を物語る、一つの表れだと私は思っています。

1 月 20 日例会スナップ

スマイルボックス
スマイルボックス

R ソング斉唱

本日はＣＬＰの話を少しは入れて下さい。中田さん
の御意見等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
次女が結婚致しました。有難うございました。
丹羽継正
出席率発表
武井 理君

母、八十（やそ）の葬儀について、皆様方の温かい
お心遣い厚く感謝申し上げます。
淺井達雄
待ちに待った新車がやっと本日納車しました。
約１０ヶ月掛かりました。今注文すると１年２～３
ヶ月掛かるそうです。大変な時代です。先が読めま
せん。とりあえずニコします。
古川和博
議会便りが出来ました。御一読下さい。
鷹見憲三

お嬢様のご婚礼を
お祝い致します。
クラブから
丹羽継正君へ

スマイルボックス発表
吉田賢治君

来る２月１０日月曜日、マジョリカバンブーにて、
あの村上ポンタ秀一と今岡友美によるライブが
再び行われる事になりました。休日前の一夜を楽し
い音楽で過ごしてみては如何でしょうか？
２月１０日月曜日夜７時開演となっております。
赤座 薫

皆様方の温かい友情に心から
厚く感謝申し上げます。
淺井達雄

会

員

慶

本日の申告Ｐ18,000 累計Ｐ604,000

会員誕生日

事

棚橋洋一君 ２月１５日
南 裕之君 ２月１９日
勝野正彦君 ２月２７日

結婚記念日

夫人誕生日

伊藤博行君孝子さん

２月

４日

２月 ２日

丸山充信君初穂さん

２月

７日

吉村希至子さん ２月 ６日

板頭鈔三君美保さん

２月１２日

古川幸子さん

後藤

２月１７日

織田直美さん

２月１１日

正君愛子さん

吉川紀代子さん ２月１１日

鷹見幸久君美佐子さん

２月２０日

板頭美保さん

２月１２日

熊崎金良君紀子さん

２月２２日

村上歌子さん

２月１４日

可児豊司君きよさん

２月２４日

2 月度例会場設営当番
中田義昭 丸山充信 園原祐一

五島健一

丹羽大祐

武井理

1 月 27 日

卓話

運営委員会（CLP 研究）中田義昭

CLP につい
地区からの組織改革の要請を受け入れ CLP を導入後、早２年目になります。
当初 名称の変更に戸惑いはありましたが、特に支障をきたすことなく運営されています。何度か論議し
たわけですが、本来の趣旨が組織の変化に迅速に対応するために考えられた提案であり、各々のクラブが
自由裁量で適用しています。我がクラブでは、現在無理なく運用されており、会員からの指摘もありませ
ん。必要とあれば逐次検討するという状況であることを報告します。

日本人の心意気について
昨今の対外国への対応は 情けないくらいの腰砕けが目にあまります。
なぜこんな状況になってしまったのかを検証しました。近代史をさかのぼってみました。アメリカの黒船
の武力威嚇による不平等な通商条約の締結に端を発します。明治政府は憲法を発布し、天皇制による国家
と国民のありかたをしめしました。日清、日露戦争の勝利で、西欧列強と同じ膨張と侵略につきすすみま
す。白人優位の植民地主義を真似ていくわけです。有色人種の成り上がりを西欧は快く思わなかったので
す。満州利権に参入したいアメリカは策略をはじめます。経済的締め付けと一方的な軍縮の押しつけでし
た。アメリカとの交渉は破綻し、ワナにはまった日本は負けるとわかっている戦争に突入したのです。必
要のない東京大空襲、原爆の投下、戦線の壊滅により、ポツダム宣言を受け入れます。今なら到底受け入
れることができない極東国際軍事裁判、即興で創られた平和憲法 の押しつけでした。ハラペコ日本は怒
る気力もなく受け入れました。この時点で日本人の気概は蒸発しました。伝統精神が恐ろしいアメリカは
コンニャク人間をつくるため、徹底的な教育により洗脳をしたのです。飢えをしのぐため、学校給食に家
畜の飼料が与えられ喜んでいただきました。アメリカ以外ならたたかってもいいと、憲法を ねじ曲げて
軍隊を 創設させられました。以来心をなくした日本人は、世界の笑ものになっています。おんぶにだっ
こは卒業です。もうそろそろ独立国として、誇りと気概をもった自前の憲法をつくり、自立をすべき時と
思います。恥を知り、義を通せる日本になりたいですね。

蛭川の杵振踊
中津川芸能紹介 ④

提供 中津川市
文化スポーツ
文化スポーツ部
スポーツ部

杵振踊は蛭川の安弘見神社の４月 16 日に近い日曜日の祭礼
に奉納されています。この踊りの起源については不明です。
杵振り踊りの隊列は先頭から鬼・天狗・おかめ・ひょっとこ・
稚児・踊り子・お囃子・蝿追（はいぼい）・大獅子と続きます。
花笠模様の彩色をしたどんぐり型の笠を深くかぶって杵を振る
踊子が、この杵振踊りの中心となります。
また花馬の花飾りを奪い合うことなど、花馬神事と同じ民俗習
慣ですが、春を迎えた歓喜の想いをよく象徴した祭りです。

（ひるかわのきねふりおどり）
岐阜県重要無形民俗文化財
指定年月日 昭和 36 年 6 月 19 日
保持団体 杵振花馬保存会

お 知 ら せ
ガバナー会報告

＜フィリピン台風災害義援金について＞

いつも大変お世話になりありがとうございます。
この度のフィリピン台風被害への義援金募金活動にご協力を賜りまして、有り難うございました。
皆様から集まりました 54,537,388 円の義援金は、RI2580 地区パストガバナー

水野正人様のご紹介で、

本日マニラ RC に送金いたしました。
送金額が大きいため市場からドルを買い集めるので、104.37 円/USD の為替レートとなりました。
集まった義援金総額 54,537,388 円 から送金手数料 4,500 円（みずほ銀行に支払う手数料）を差し引いた
54,532,888 円でドルを買いましたので送金額は USD 522,495.882 です。
1/17 にマニラで開催するセレモニーは、私が地区会長幹事会と重なってしまったため、代理で RI2580 地区
吉田建二ガバナーと RI2590 地区

市川緋佐麿ガバナーに現地に行っていただくことになりました。

義援金の使途について、マニラロータリークラブから明確にご報告いただくことにしております。
集まりました義援金の一覧表と銀行の外国為替計算書を添付申し上げます。

ガバナー会議長

舟木

♪ライブ告知♪

2 月度 I.D.M.開催
I.D.M.開催案内
開催案内
2 月 12 日（水曜日）18：30～
アニーホールにて
＜出席義務者＞
国際奉仕・会報・雑誌・広報
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・副幹事・新会員
2 月 10 日（月）19：00～
Dr.赤座薫がギターリストに変身です。

義務者以外の会員の御出席大歓迎

いさ子

