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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２８３２回例会 2018.7.19 No.1494
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BE THE INSPIRATION

ソ ン グ 我等の生業

1967 年 12 月 24 日生まれ。現在、伊那市狐島でお母

ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介

さんと住んでいます。自宅住所は長野市で奥様と学生

辰野 RC 会長 大森尚人様 幹事 伊澤秀之様

の長女、長男がいらっしゃいます。京都大学農学部卒

会長談話

業。大学時代はボート部で、琵琶湖で練習をして、長

相撲の方では御嶽海が頑張って

野国体で全国 3 位になったそうです。前任地は豊科支

いますが、先日日経新聞にこんな

店で豊科の町おこしのいろいろな部分を経験されたそ

記事がありました。

うです。

半世紀前、プロ野球界に「8 時
半の男」の異名を取る投手がいた。

伊那市出身です。仕事の関係で初

抑えの切り札である。試合の終盤、味方のリードを死

めて伊那へ着任しました。皆様に教

守すべく、智謀と体力をフルに使って球を投げファン

えて頂きながら地域のために活動し

を酔わせた。

ていきたいと思いますのでよろしく

今、大相撲でも 8 時半の男が話題になっている。た
だ午後でなく午前の登場だ。序の口力士の服部桜がそ
の人である。3 年前に初土俵を踏んで以来、1 勝しか

お願いします。
ご 挨 拶 辰野 RC 会長 大森尚人様
入会式があり羨ましいです。私が

できずに、番付は長らく下位に低迷。本場所では取り

20 代の頃は銀行の支店長さんは大

組みが始まる午前8 時半ごろに登場する日々が続いて

分年上だと思っていましたが最近の

いる。しかし、負けても、負けても土俵を務める真面

支店長さんは随分若いなと感じまし

目な姿勢が共感を呼んだのか、まばらな観客席からは

た。それだけ年を取ったということ

拍手や声援が起こるようになった。ツイッターや動画

かもしれません。私は 1946 年 7 月 28 日生まれで、後

サイトでも関心を集めるこの服部桜が、名古屋場所 3

何日かで 72 歳になります。ロータリー歴は 13 年にな

日目の 10 日、ついに 2 勝目をあげ、連敗を 89 で止め

ります。職業分類は能楽師です。農学ではなくお能の

た。2 年以上も黒星が続いた弟子を親方は「逃げるが

方で大学時代からやっていて家元から資格を頂戴しま

一番負け」と指導したようだ。本人は「辞めずに良か

した。実際は特別養護老人ホーム「ふらっと辰野」を

った」と述べたという。近い将来、3 時の男、5 時半

8 年前から経営しています。少子高齢化で常に満床状

の男に育つことを祈りたい。ネット上の賛辞にこんな

態です。福祉関係の年収は低いと言われていますが、

一言があった。
「諦めないことは勝つことより難しい。
」

業界は 15 年しか歴史が無く実態を反映しているかか

これからの人生を掛けた挑戦をしようとする向きにも

なり疑問です。マスコミの報道は「？」を付けた方が

励ましになる一節ではなかろうか。

良いと思います。

以上ご紹介しました。

辰野クラブは伊那ロータリークラブにスポンサーに

入 会 式

なっていただき発足し、本年で 55 年目を迎えます。

八十二銀行伊那支店 支店長 馬場智義様

中心メンバーだった池上英雄パストガバナーが先週お

（紹介者 赤羽弘之幹事）

亡くなりになり残念です。

伊那クラブさんには何かとお世話になります

・次週例会後、理事会を開催致します。役員・理

がよろしくお願い致します。
幹事 伊澤秀之様
仕事は和食店「すし辰」をやっ

事の方はご出席をお願い致します。
（例会場）
出 席 報 告

会員数 57 名

内出

席免除 20 名 長欠 2 名 出席者 36

ています。先日ほたる祭りを行い

名

事前メーキャップ 2 名

出席

ましたが今年は計画した時期が遅

率 82.60％ 前々回 72.34％変更無。

く蛍が出きってしまいました。

ニコニコボックス

毎年徐々に早くなっています。辰野町は蛍に頼り

立石 誠・赤羽弘之 辰野 RC 大森

っぱなしで駅から 300ｍ続く歩道に何処から人

会長、伊澤幹事ようこそお越しく

が集まったと思う位びっくりするほどの人出で

ださいました。

す。その 1 つ裏の通りに私共の店がありますが誰

馬場智義さんご入会ありがとうご

も歩いていません。露店は盛況なのに寄付だけし

ざいます。

て損しているような気がします。これからもほた

馬場智義 よろしくお願い致します。

る祭りをよろしくお願いします。

大森尚人様 大変お世話になります。よろしくお

幹 事 報 告
1．馬場智義会員の＜職業分類＞
商業銀行 ＜所属委員会＞
クラブ管理運営委員会
2．地区事務所より、
「平成 30 年
7 月豪雨災害」の義捐金についてお願いが参り
ました。

願い致します。
伊澤秀之様 初めてお伺いします。よろしくお願
い致します。
小坂栄一 私の診療所も昭和 33 年 7 月開業以来
今年で満 60 年を迎える事が出来ました。ご支
援を頂いた多くの方々に感謝いたします。
藤澤秀敬・藤澤洋二 7/17 夕方の

支援先地区（予定）RID2630（岐阜・三重）
、2650

SBC テレビニュースワイドで伊

（福井・京都・奈良・滋賀）
、2670（愛媛・香

那バスのイチゴ栽培を取り上げ

川・高知・徳島）
、2680（兵庫）
、2690（岡山・

て頂きました。県内外のケーキ

島根・鳥取）
、2700（福岡・長崎・佐賀）、2710

屋さん、フルーツパーラーさん等へ納めていま

（広島・山口）
、2720（熊本・大分）
、2740（長

す。

崎・佐賀）各地区への送金金額や時期について

宮下光一 経済産業省より表彰されました。

は、被災地区の状況に基づき慎重に判断の上、

山田 益 7/5 テレビ東京の「カンブリア宮殿」

後日各クラブに報告します。

の「サカタのタネ」特集の中に私の娘（川合

金額：会員一人当たり 1,000 円以上

泉）が 3 分 30 秒出ました。

締切：2018 年 8 月 3 日（金）

平澤泰斗 新役員就任

※奉仕会計より、1,000 円×会員人数分を送金

地区大会実行委員会

いたします。

別紙「地区大会実行委員会組織

3．地区青少年交換委員長より、ロータリー青少

平澤泰斗地区大会幹事

図」により説明。

年交換学生募集要項（長期、短期）志願書が参
りました。
4．地区事務所より、塩尻北ロータリークラブ例

決 算 報 告

立石直前会長が議長を務め、唐木

会場移転のお知らせが参りました。

章直前会計から決算の報告をした。その後、下枝

新例会場 中信会館 移転日 8 月 1 日より

正一監査人により、監査報告がされた。

5．他クラブ例会変更のお知らせ
伊那中央 RC 7/24（火）例会取消
☆お知らせ
・次週 26 日（木）例会はガバナー公式訪問です。
例会終了後、記念写真を撮ります。

