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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２８３１回例会 2018.7.12 No.1493
2018-19 年度 RI テーマ

BE THE INSPIRATION

ソ ン グ 我等の生業
ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介
2018-19 年度上伊那グループガバナー補佐 田中洋様
箕輪 RC 会長 小川淳哉様 幹事 山本 勲様
伊那中央 RC 会長 唐澤 稔様 幹事 平澤 理様
幹 事 報 告 別紙をご覧ください。
出 席 報 告 会員数 57 名 内出席免除 20 名
長欠 2 名 出席者 37」名 事前メーキャップ 2 名
出席率 84.78％ 前々回 70.00％変更なし。
ニコニコボックス
立石 誠・赤羽弘之 ・田中洋ガバナー補佐ようこそ
お越しくださいました。
本日は宜しくお願いします。
・箕輪 RC、伊那中央 RC 会長幹事様ようこそお越
しくださいました。
・吉澤祥文さん、鈴木正比古さん
ご入会ありがとうございます。
清水紀光 田中ガバナー補佐ようこそお越しください
ました。ご一緒に活動できること楽しみにしており
ましたが残念です。立石会長、赤羽幹事はじめ役員
の皆様ご迷惑をお掛けいたしますが、宜しくお願い
申し上げます。

ていて、キタノヤ電気さんあたりまで水がきました。
雨が降っている時には行政防災無線が聞こえなかった
りします。今回は、朝 5 時だったこともあり助かった
方々のいろんな美談もあり、逃げ遅れた方のミス・・
自己責任といってしまえば身も蓋もないですが、新聞
紙面をにぎわせています。今回ガバナー事務所から西
日本豪雨災害について、募金のお願いが来ています。
入 会 式
アルプス中央信用金庫理事長 吉澤祥文様
（紹介者 橋爪利行会員）
駒ヶ根市赤穂在住 最終学歴慶応義塾大学 家族は奥
様とお母様の 3 人暮らし。大学卒業後入行され、各支
店長を経験。伊那信用金庫と合併後、営業部長、常務
を歴任され理事長と頂点を極めた。趣味は、読書と園
芸（ブルーベリー）
合併 15 年を迎え、これもひとえに
皆様のおかげと感謝申し上げます。
10 数年前に全て手掘りでブルーベ
リー苗を煩悩の数分 108 本植えました。
収穫は、年寄りに任せてあります。冬場の剪定作業が
大変ですが、集中してできますので、ストレス解消と
なっております。
今後ともよろしくお願いいたします。

吉澤祥文 新入会員です。宜しくお願い致します。

エビヤ鉄工設備㈱代表取締役社長 鈴木正比古様

鈴木正比古 新入会員です。宜しくお願い致します。

（紹介者 立石 誠会長）
父上と親交が長く息子みたいなものです。奥様と二
人暮らし。昭和 47 年生まれの 46 歳。次の世代を担う
社長であります。
父であり、会長の多門ですが、昨年
の怪我のため現在入院治療中であり、
今後どう回復していくかわからない状
況の中で、退会届を提出させていただ
きました。
父はロータリーを楽しみにしていましたし、
良い方々に恵まれ大変お世話になりました。父に代わ
りましてお礼申し上げます。私は、父の代わりという
のもおこがましいですし、諸先輩方の足元にも及びま
せんが、伊那ロータリークラブ、また地域のために貢

59 期役員就任 向山賢悟、58 期最多ラッキー賞 山
田 益、在籍祝 遠藤和夫小松献臣
会 長 談 話 西日本は甚大な豪雨災害
で死者も出ており行方不明者も多数出て
おります。政府の対応は地方に交付税を
早く出すと言っていましたが、被害に
遭われた方々、またその被害を知らせる行政無線や行
政の施策等、いろんな問題があったのではないかと言
っていました。
伊那市の水害時、塚越氏が箕輪の従業員宅を掃除し
ていたことが記憶にあります。私は当時町総代をやっ

献すべく努力を重ねて頑張っていきたいと思い
ます。よろしくお願いします。
ご 挨 拶 箕輪 RC 会長 小川淳哉様
3 月に開催された I.M.に多数ご
参加頂き誠にありがとうございま
した。有限会社信和ビルサービス、
清掃会社を営んでおります。ロータ
リー暦 6 年でこんな大役をと思い
ますが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
幹事 山本 勲様
有限会社長野工作の山本勲です。
今年度は、地区大会が開催される
ということで微力ながら尽力して
いく所存です。仕事は機械加工等
をやっておりますので、何か縁がありましたら、
お声掛けください。ロータリー暦もまだ浅く若造
ですが、拝命したからには精一杯やっていく所存
ですので、温かいご支援ご指導をお願い致します。
伊那中央 RC 会長 唐澤 稔様
今年度会長を仰せつかりました
が、器ではないと思っております。
ただ、順番ということで何もわか
らない中、受けさせて頂きました。
会員増強は、バランス良くしていただければと
思っております。一年間宜しくお願い致します。
幹事 平澤 理様
先日ご一緒に挨拶回りに伺いま
したところ、皆さんとても知名度
があり、私の知名度の低さに参り
ました。入会して 5 年とまだ小僧
でございます。今年は伊那 RC がホストの事業が
あり、また伊那中央 RC がホストの事業もありま
す。協力し合い支え合いながら一年間やっていき
たいと思います。よろしくお願いします。
委員会事業計画発表
クラブ管理運営委員会 下枝正一委員長
例会の出席を奨励し、楽しい例
会となるよう努め出席率向上を目
指す。ニコボックスの年度目標額
を達成する。
クラブ会報委員会 大石ひとみ副委員長
ロータリーの活動を会報により
会員に周知する。クラブの活動を
地域に広く知ってもらうよう、広
報活動を行う。
会員増強委員会 荒木康雄委員長
クラブの活性化と今後の発展の
ために、クラブ会長及び地区ガバ
ナーの掲げた目標を達成すべく、

全会員の協力により4 名の純増を目標に取り組む。
親睦活動委員会

波多江崇史委員長

会員並びに家族の皆様の親睦を
深めるために、楽しく有意義な家
族会の事業を計画する。公共イメ
ージ認知度の向上に努める。
情報・プログラム委員会 平出吉範副委員長
例会が楽しく有意義なものとな
るよう、卓話・IGM を計画実施す
る。また、ロータリーの知識と理
解が深まる各種情報を提供する。
国際奉仕・財団委員会 小林孝行委員長
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ、地区補助金、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
補助金、ロータリー平和センター
この 4 つのプログラムの意義を理
解して頂き、寄付の推進を図る。
職業・社会奉仕委員会 唐木一平委員長
「奉仕」の理念を考え会員相互
一層の理解を深め、個々の力を奉
仕活動に生かすと共に会員の健康
増進を図る。
青少年奉仕委員会 唐澤幸利委員長
将来を担う青少年の健全育成を
目的とし、自己の人間的、職業的、
社会的成長を支援する。伊那 RAC
の活動に対してﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを行う。
ガバナー補佐ご挨拶

田中

洋ガバナー補佐

まず、立石会長さん 2 年続きの会
長職ご苦労様です。また、吉澤さん、
鈴木さんご入会おめでとうござい
ます。ご活躍を期待しております。
本日ガバナー補佐初仕事です。歴史ある伊那
RC、勉強と思い来ております。
RI 会長より方針を提示され解釈しましたが、
「自分が燃えない限りまわりの人を燃えさせる
ことはできない」また、地区方針として、「価値
を見出そう」と伺いました。それぞれテーマがあ
りますが、なかなか難しいテーマですが、ロータ
リー活動の中から継続し、実践する人になれとい
われているのだと思います。地区ガバナーより、
行動計画について。
1．ロータリーデーの開催。
2．My Rotary への登録強化目標 60％。
3．会員増強 各グループ 10 名純増を。
今年度、伊那クラブさんは地区大会を控えてい
ますが、上伊那グループとして、全力で協力して
まいります。

