2014 年 5 月 12 日
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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

本日のプログラム
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.

松下邦雄

様

平成 17 年～平成 20 年
中津川センターロータリークラブ在籍

プロフィール

開会点鐘
Ｒソング斉唱
ゲスト並びビジター紹介
会長の時間
会員慶事
新会員入会式
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」・・・クラブ会報・広報・雑誌担当
閉会点鐘

今後のプログラム
５月１９日（月）
５月２６日（月）
６月 ２日（月）
６月 ９日（月）
6 月１６日（月）

会員健康診断 於：城山病院
通常例会・次年度執行部担当
ﾒﾀﾞｶ池清掃例会・環境保全担当
通常例会・健康診断結果講評
通常例会・常任委員長、４大奉仕
委員長 1 年を振り返って
６月２３日（月） 最終例会・会長、副会長、幹事
退任挨拶

連続皆出席表彰

本日のゲスト

生年月日

昭和２３年１２月１０日生まれ
山形県酒田市出身

昭和４２年 ４月 仙台大学体育学部体育学科入学
昭和４６年 ３月 同大学同学部同学科卒業
昭和４６年 ３月 株式会社大洋紡績入社
（同社実業団卓球部入部）
昭和４６年１１月 学校法人安達学園
中京商業高等学校奉職
（体育教師・卓球部監督）
平成 ６年 ４月 同校生徒指導部長
（平成１４年３月まで）
平成１４年 ４月 中京高等学校 校長代理
平成１７年 ４月 中京学院大学事務局長
（平成２０年３月まで）
平成２０年 ４月 安達学園本部勤務
平成２４年 ４月 中京高等学校通信制課程 教頭
直営サポート校
へいせい義塾館高等学院 校長
平成２６年４月
中京高等学校 校長

小倉忠雄君（２４年）

新会員

メーキャップ
堀 務君、丸山充信君、織田光好君（５/8 中津
川）、丸山充信君、吉村浩平君、立木亮治君、小
倉忠雄君（５/1 中津川）

職業分類：普通銀行
㈱大垣共立銀行・中津川支店長

前回の出席率
４月 ２１日 3７／４４
８４．０９％
４月 １４日 補正出席率 ８８．６４％
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

発行責任者
会長
幹事
会報

成瀬守和君

生年月日：1973 年（昭和 48 年）
4 月 13 日 41 歳

小椋一朗
郷原基幸
佐古和也

本籍・現住所：中津川市中津川
最終学歴
：金沢大学卒
家族構成
：妻・２男・１女
趣
味
：ゴルフ・園芸

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」

例会スナップ

会長の時間
２０１３～２０１４年度

会長

小椋一朗

健康で免疫力を高める食べ物
“うなぎ”
うなぎには具体的に体にどんな効果があるのでしょうか？調
べてみてびっくり！！
うなぎの栄養・効果効能
科学的に見ても豊富なたんぱく質、１００ｇのかば焼きで２
日分が取れるというビタミンをはじめカルシュウム、鉄分。体
に必要な栄養素がこれでもかというほど含まれている優秀な
食品うなぎ。この話を聞けば今日の夜はうなぎたべたーいと思
うと思います。
うなぎに特に多いビタミンＡ
ビタミンＡ：粘膜を強化、
視覚を正常に保つ
ビタミンＡ
働きがあり、胃腸病や風邪予防になります。うなぎ１００ｇ中
の含有量は、チーズの約４倍、卵の約６倍あり、Ⅰ日に必要な
ビタミンＡを蒲焼１人前でまかなえます。
ビタミンＢ１：疲労回復、牛乳の２５倍、ホウレンソウの
ビタミンＢ１
１０倍のビタミンＢ１が含まれている。
ビタミンＢ２：細胞の再生と成長に関係し体調を整える作用
があります。うなぎは魚介類の中で
１００ｇ中ビタミンＢ２の含有量が最も多く、牛乳の５倍、ホ
ウレンソウの約６倍もあるそうです。
ビタミンＥ：老化防止と高い抗酸化作用がありアンチエイジ
ングにはもってこいの食品です。
美容効果もあり、男性の生殖機能も高めます。
カルシュウム：うなぎには、牛乳の１，５倍、ホウレンソウ
カルシュウム
の３倍のカルシュウムが含まれています。亜鉛においては、
牛
亜鉛
乳の９倍、ホウレンソウの５倍含まれています。
ＤＨＡ・ＥＰＡ：脳の働きを良くする栄養素です。老年期に
ＤＨＡ・ＥＰＡ
は、脳血栓の詰まりを防いで痴呆を予防します。ＥＰＡは、脳
梗塞、心筋梗塞といった血管の病気の予防に非常に効果があり
ます。
まだまだ、たくさん体にいいことがありますが、ページが足り
ません！！
ウナギ食べたくなってきませんか？

連続皆出席表彰
安藤茂君（18 年）

出席率発表
園原祐一君

中津川 RC パスト会長
鈴木力様

スマイル発表
淺井達雄君

会員誕生日
小倉忠雄君 5 月 9 日
吉川光彦君 5 月 17 日

結婚記念日
吉村浩平君希至子さん 5 月 11 日
中田義昭君かよ子さん 5 月 16 日
原 恵雄君みのりさん 5 月 20 日

夫人誕生日
武井律子さん 5 月 2 日
可児きよさん 5 月 6 日
堀 理江子さん 5 月 24 日
吉田典子さん 5 月 26 日
立木秋子さん 5 月 29 日

中津川 RC パスト会長
伊藤昇様

卓話

「会報の役割・クラブの記録と記憶」

鈴木 力

様

クラブ会報委員長佐古和也さんから本日メーキャップの伊藤昇パスト
会長を介して、本日の例会卓話講師の依頼がありました。何故小生が
とおもいつつ、快く受けさせて頂きました。宜しくお願い致します。

私が、第 55 期会長に就任の際に研修した資料、また当時後藤大作会報発行委員長が作成した資料を
基に進めさせて頂きます。広報誌がその時代をよく表現している、まさにロータリーの歴史誌です。

広報誌の重要性と今後の広報誌の位置付け
１
２
３
４
５
６
７

会員に自由に閲覧できる様にする 資料の IT 電子化
年度ごとの資料管理のシステム化
個人情報の保護と記載範囲の明確化
過去の膨大な写真及び資料等の整理と廃却処分ルール
時の会長が自ら広報誌に関わる必要性大
広報発行委員長の職務の重要性
その他、調査推進事項

昭和 50 年
（現在

中津川中(仮）RC 創立に際して

中津川センターロータリークラブ）

クイズ：チャーターナイトを 3 回経験
された方は
答え：原貞一さんです。
（鈴木力さんからマイクを渡された
伊藤昇さんのミニ卓話）

伊藤 昇

様

創立式典 1975 年(昭和 50 年)2 月 23 日(日)
RI 加盟認定証 1975 年(昭和 50 年)3 月 16 日
認証状伝達式 1976 年（昭和 51 年）4 月 18 日(日)
チャーターナイト 中津川市市民スポーツセンター
創立時ガバナー 川嶋三代雄
スポンサークラブ 中津川ロータリークラブ
特別代表 林安次郎
区域
中津川市
例会
毎週月曜日 12：30～13：30 勝宗
事務所 中津川市かやの木町 1 番 20 号
中津川商工会議所内

地区・分区の行事予定
第 3 回岐阜東濃グループ会長幹事事務局連絡会議 6 月 2 日
中津川四クラブ会長幹事懇談会 6 月 9 日
(一社)中津川青年会議所創立 60 周年記念式典
6 月 28 日(土)「東美濃ふれあいセンター」14：00～

例会変更のご案内
中津川ロータリークラブ
６月１２日＝創立記念例会の為
「更科」にて１８：００点鐘

「松下邦雄先生 中京高等学校 学校長就任激励する有志の会」
日時 平成 26 年 5 月 24 日(土)午後 6 時開会
場所 パルティール 中津川手賀野
会費 8000 円
発起人 丸山充信 小椋一朗 木全義則 氷室博之
ご出欠席は準備の都合上 5 月 15 日までにお知らせ下さい

５月度例会場設営当番
伊藤博行、立木亮治、勝野正彦

スマイルボックス
「会報の役割・クラブの記録と記憶」と
題して卓話させて頂きます。宜しくお願い致しま
す。
中津川ロータリークラブ 鈴木力
今期始めてのメークアップです。何時もお世話にな
り、宜しくお願い致します。
中津川ロータリークラブ 伊藤昇
4 クラブゴルフコンペ幹事、ご苦労様でした。僕の
スコアは１１３でした。本日はロータリークラブ親
睦委員会 3 名で出席させて頂きます。宜しくお願い
致します。
中津川ロータリークラブ 桂川邦俊
鈴木力様 本日は大変お忙しい中当クラブの卓話
にお越し頂き有難う御座います。
大変短い時間で申し訳ありませんが、どうか実のあ
るお話を宜しくお願い致します。
そして伊藤昇大先輩ようこそ当クラブの例会にお
越し下さいました。つたない設営ですが、どうか宜
しくお願い致します。
会長 小椋一朗
副会長 石川英治
幹事 郷原基幸
中津川 RC 鈴木 PA 会長又会員の皆様ようこそお越
し下さいました。心より歓迎申し上げます。
小倉忠雄
鈴木力様

本日の卓話楽しみにしています。
立木亮治

鈴木力君の卓話楽しみにしています。先日の関税会
総会御苦労さまでした。
丸山充信
鈴木力様 本日はありがとうございます。卓話楽し
みにしております。
垂見孝也
鈴木力様 本日はありがとうございます。それにこ
の下準備、恐縮しております。伊藤パスト会長もお
越し頂きありがとうございます。
佐古和也
連続皆出席表彰ありがとうございます。
安藤茂
先週の例会、急用に付欠席申し訳ありませんでし
た。副会長 石川英治君代読ありがとうございまし
た。
小椋一朗

四クラブゴルフコンペ、皆様のおかげで無事乗り切れ
ました。ありがとうございました。
親睦委員長 丹羽大祐
19 日の土曜日、4 クラブ親睦ゴルフ大会、当中津川セ
ンターロータリークラブより沢山の会員の皆さんの参
加ありがとうございました。
我がセンターロータリークラブより、個人優勝、団体
優勝、ベスグロと沢山の賞を頂いたのは、私がセンタ
ークラブに入会して初めての快挙だと思います。積極
的なご参加とご協力に感謝いたします。また、親睦の
丹羽君を始め委員会の皆様ご苦労様でございました。
小椋一朗
一昨日の四クラブゴルフコンペで予想も出来ない事が
起き、優勝してしまいました。おかげで熊崎畜産の美
味しいお肉を家族皆でいただく事が出来ました。又団
体優勝には少しは貢献する事が出来ました。親睦委員
会ゴルフ同好会の皆さん御苦労さまでした。
立木亮治
4 クラブ親睦ゴルフにて準優勝してしまいました。
団体優勝にも立木さん共々貢献できました。ありがと
うございました。
吉村浩平
僕もゴルフがうまくなりました。四クラブ親睦ゴルフ
コンペでは、グロス、ハンディ、ネットが宮田シング
ルと同じで、年齢上位で僕が上です。
安藤茂
4 クラブコンペ親睦委員会の皆様ご苦労様でした。
立木、吉村両君がまさかの栄冠。私のスコアとかわら
ず、なんでやね。恵那まんじゅうと牛肉ではずいぶん
差が有りすぎ。
丸山充信
４/19 日の 4 クラブコンペの設営本当にお疲れ様でし
た。親睦委員会はじめ同好会の皆様ありがとうござい
ました。新車 3 台購入いたしました。
郷原基幸
4 クラブゴルフコンペの賞品をお買い上げ頂き誠に有
がとうございました。
熊崎金良
式内・金幣社(旧岐阜県・県社)の恵那神社の鳥居・左
側に「手水舎」右側に「由緒書舎」を新しく建設致し
ました。ご参拝の上ご覧下さい。
恵那神社総代会長（建設委員長）可児豊司

本日の申告 P40,000

累計 829,000

