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伊那ロータリークラブ
事務所 伊那市西町5016-2 ℡(72)0077
例会日 毎週木曜日
例会場 くぬぎの杜 ℡(78)1121
会長 立石 誠 幹事 赤羽弘之 会報委員長 矢島 勇 第２８３０回例会 2018.7.5 No.1492
2018-19 年度 RI テーマ

BE THE INSPIRATION

ソ ン グ 君が代 奉仕の理想

4．会長エレクト挨拶 唐木一平会長エレクト

四つのテスト 唐木一平職業・社会奉仕委員長

いよいよこの日が来ました。待ちに

新 任 式
1.バッジ引継ぎ

待っていた訳ではなく、なるべく先に
2.記念品贈呈

行って欲しいと思っていましたが、ロ
ータリアンとして必ず通らなければ
ならない道とお聞きしておりましたので、この 1 年、
会長が務まるように勉強させて頂きたいと思っており
ます。
5.副会長挨拶 原 義美副会長

3.会長挨拶 立石 誠会長

立石会長を補佐し、出来る限りの力

新年度が始まりますが、喜んで良

を発揮し、また委員会の皆さんに対し

いのか、悲しんで良いのか複雑です。

ても後援できるように頑張りますの

本年度クラブ計画について話します。

で、1 年間宜しくお願い致します。

2018-19 年度の伊那ロータリークラ

6.幹事挨拶 赤羽弘之幹事

ブのテーマを「知見を広める」としました。RI バリー・

ロータリーの返事は「はい」と

ラシン会長のテーマは
「インスピレーションになろう」

「YES」しかないと教わりました。本

です。ロータリアンは自らを鼓舞し、ロータリークラ

日この場に立っております。知識も経

ブ、地域の人々を応援、鼓舞する活動の出来る人にな

験も不足しておりますが、立石会長を

ろうと言う事です。地区標語は「価値を見出そう」
・・

盛り立てて楽しい会を進行していきたいと考えており

ロータリーの価値を一人一人が見出し、ロータリアン

ます。私の個人的なタイトルは「Go For Broke」
・・
「と

として昨日と違う自分を見つけ継続して実行する人に

ことんまでやってやろう」としています。皆様方のご

なりましょう。
また、
ロータリーの価値を見出すこと、

協力とご声援をお願い致します。

ロータリーの根幹は職業奉仕であり、ロータリーは異

7.委員長代表挨拶 荒木康雄会員増強委員長

業種の集まりであり異業種の方々の話を聞くことによ

今年の会員増強の目標は 4 名といた

り、気付き、ヒント、学びがあり、ロータリーの大き

しました。7 月スタート現在で会員数

な価値の一つであると考えています。そのため、会員

は 57 名と聞いております。来年は 60

卓話を 1 回でも多く取り入れたいと思います。

周年ですので、是非 4 名純増し 60 周

2018-19 年度伊那ロータリークラブの重点目標は、

年を 60 名以上でスタートしようという合言葉でやっ

①地区大会を成功させよう ②会員卓話は月 1 回 20

て参ります。皆さんの協力を宜しくお願い致します。

分程度の時間を取り入れよう ③公共イメージの向上

入 会 式

を図ろう・・これはロータリーデー等の計画をしてお

中部電力㈱電力ネットワークカンパニー長野支社

り協力をお願いしたい ④内容のある楽しい例会を目

伊那営業所長 串原弘樹様（紹介者 中山一郎会員）

指そう としているので 1 年間宜しくお願いします。

ご出身は下伊那の下条村です。下条村は串原さんと

峰竜太さんが有名で村を売り出

縦組み P4～P8

しています。串原さんは、地元の

演で「音楽教育は人間教育」と題した講演文。

飯田高校を卒業され、名古屋本社、 P9～P12
長野、諏訪を歴任され、若い頃に

長崎佐世保 RC の地区大会記念講

山形県寒川江 RC が、来年創立 60 周年

を迎える記念事業の記事。伊那 RC60 周年を迎え

伊那にもおられたそうです。家族は飯田に残し、

るに当たり参考にしたい。

伊那に単身赴任されますので立石会長と夜も存

P17

分に付き合えます。ゴルフについても、幹事をす

今週放映中の「生麦事件」の記事。

るくらいのことは出来ると伺っています。また、

P29

私と同じ会報委員会に所属していただきます。

験」に長谷村で参加した体験談。

宮澤の後任として今週より伊

鹿児島西南 RC、NHK 大河ドラマ「西郷どん」
伊那中央 RC「自動運転サービスの実証実

出 席 報 告

会員数 57 名

内出席免除 20 名

那営業所に着任しました。33 年

長欠 2 名 出席者 34 名 事前メーキャップ 0 名

前に入社して初めて配属となっ

出席率 72.34％ 前々回 74.00％変更なし。

たのが伊那営業所であり、30 年

ニコニコボックス

ぶりの伊那での勤務となります。

立石 誠 今年一年よろしくお願いします。

地域を代表され活躍されるロータリアンの皆さ

立石 誠・赤羽弘之 串原さん入会ようこそ。

んとしっかり交流を深めたいと思います。また、

串原弘樹 入会致します。宜しくお願いします。

微力ですが活動に少しでも貢献できればと純粋

中山一郎 串原さん入会の紹介をします。

な思いで単身赴任する事に致しました。

塚越 寛 人間ドックを受診しました。お陰様で

誕

生 祝

唐木一平・岩附 宏・藤澤秀敬・

赤羽弘之・矢島勇・波多江崇史・串原弘樹

何もありませんでした。
原田和愛 今日から受付をさせて頂きます。
川合

博

先日のマレットゴルフ大会には家内

が参加させて頂き、また打ち上げパーティには
私も参加させて頂きました。
益 6/23～25 カナダトロント国際大会に

山田

行ってきました。その後米国を回って 7/2 に帰
国しました。
松下正博 先々週のマレットゴルフで優勝。
結婚記念日祝
在

籍 祝

波多江崇史

在籍祝 赤羽弘之・橋爪利行・中山一郎・唐木

橋爪利行(40)・中山一郎(31)・唐木

一平

一平(17)・赤羽弘之(12)・遠藤和夫(7)・小松献臣

第 58 期役員・理事退任 山田 益

(2)

第 58 期年間最多ラッキー賞

山田 益

ラッキー賞 原 義美・唐木一平・小林孝行・
小坂樫男
塚越 寛
小河節郎
唐木 拓
幹 事 報 告
委員会報告

別紙をご覧ください。
7 月「友」の紹介

横組み P7～P21

原 義美副会長

総

会

1．名誉会員の承認

バリー・ラシン

会長の今年度のテーマ「インスピ

伊那市長白鳥 孝様 南箕輪村長唐木一直様

レーションになろう」のメッセージ

宮田村長小田切康彦様 伊那商工会議所会頭

と自己紹介記事。

川上健夫様

P22～P39

全国地区ガバナーの横顔

P31 に伊

2．監査人の承認 中山一郎会員・遠藤和夫会員

藤雅基ガバナーの紹介。

3．委員会構成・行事予定発表

P47

全て承認されました。

10 月 24 日は世界ポリオデーの予告案内。

