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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２８４０回例会 2018.9.27 No.1502
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
RID2600 地区幹事 増澤良雄様
RID2600 地区事務所事務局長 藤松尚之様
〃 事務局 藤﨑史子様、田口智子様

【10 月のプログラム】
経済と地域社会の発展月間、米山月間
4 日（木）指名委員委嘱、地区大会事前説明会
11 日（木）12 日（金）へ振替
12 日（金）地区大会リハーサル（開場・時間変更）

幹事報告

13 日（土）
・14 日（日）地区大会

1．10 月のロータリーレートは

18 日（木）14 日（日）へ振替

＄1＝112 円です。

25 日（木）地区大会反省会（開場・時間変更）

2．地区事務所より、
「ロータリー

※18：00 理事会

在籍表彰」についてのご連絡が参りました。地区大

☆お知らせ

会での在籍 50 年表彰に加え、在籍 20 年、30 年、40

・10 月 12 日（金）リハーサル例会について

年の会員表彰を行う事となりました。尚、地区大会

時間 16：00 例会開始

での表彰は 50 年在籍者のみで、
その他はお名前のみ

準備作業 17：00～ 食事が出来ます。

の紹介となります。
伊那クラブの対象者は 40 年在籍

各部会、終わり次第解散となります。

橋爪利行会員
3．地区事務所より、地区大会での「研修会のご案内」

16：10～ リハーサル、

・第 59 期 2 期分 61,000 円（会費 55,000 円、周年事業
準備積立金2,000円、
ポリオプラス寄付金3,500円、

が参りました。
（会長・幹事宛て）

平和センター寄付金 500 円）とロータリー財団年間

日時：10 月 13 日（土）15：30～16：30

1 万円寄付分割納入の方は 2,500 円を 10 月 10 日頃

場所：長野県伊那文化会館

銀行口座より引き落とさせて頂きます。

研修会：講師 髙野孫左ヱ門氏
演題「ロータリーの不易流行」
4．地区青少年交換委員会より、
「2017-18 年度派遣交
換学生帰国報告会および 2018-19 年度来日交換学

委員会報告
「伊那ロータリー杯」開催報告
唐澤幸利青少年奉仕委員長
上伊那の中学校 12 校が参加しての

生との懇談会及び歓迎会」の開催案内と出席依頼

伊那ロータリー杯が 9 月 17 日（月）
、24 日（月）に

が参りました。
（日時、場所略）

行われました。心配された天候も途中小雨がぱらつく

5．長野県医師会より、
「世界糖尿病デー」における市

程度で無事開催できました。結果は、伊那東部中学校

民公開講演会等に対する寄付のお願いが参りました。 が特別延長戦の末、劇的なサヨナラ勝ちで見事に優勝
6．長野県聴覚障害者協会より、
「第 24 回長野県聴覚障
害者大会」
協賛名義使用許可のお願いが参りました。
7．上伊那地域振興局林務課より、
「第 35 回上伊那郡市

いたしました。
出 席 報 告 会員数 57 名 内出席免除 18 名
長欠 2 名 出席者 40 名 事前メーキャップ 0 名

育樹祭」開催のご案内が参りました。

出席率 79.43％ 前々回 79.16％変更無し。

日時：10 月 11 日（木）10：00～13：00

ニコニコボックス

会場：辰野町小野しだれ栗森林公園

立石 誠・赤羽弘之 伊那ロータリー杯、お蔭様で無

事終了しました。

RID2600 地区事務所事務局長

地区の皆様ようこそお越しくださいました。

藤松尚之様

私は唐澤政彦ガバナーの時に

地区大会実行委員会藤澤秀敬・宮下金俊・竹腰哲

地区幹事を務めて以来今日まで

夫・平澤泰斗・荒木康雄 本日、地区事務所の藤

ずっと地区に携わっています。こ

松事務局長、藤﨑さん、田口さんそして地区幹

れまであちこちの地区大会にも

事増澤さんようこそ。お世話になります。

出向きガバナーの顔が立つよう

藤松尚之様 地区大会頑張りましょう。

に頑張ってきましたので、今回もぜひ「良い地区

増澤良雄様 いよいよ地区大会が近付きました。

大会だった」と褒められるよう伊藤ガバナーなら

伊那 RC の皆様には大変お世話になります。
唐澤幸利 ロータリー杯、開会式と閉会式の司会
を務めさせていただきました。母校の東部中が
優勝してくれて嬉しかったです。

びに伊那 RC の皆様と共に成功させたいと思い
ます。
本日は、藤﨑と田口、
2 名の地区事務所事務

在籍祝 小坂樫男・増田 清

局も来ております。伊

会 長 談 話

藤年度は藤﨑が担当し、
伊那ロータリー杯例会ありが

次年度の古川年度は田

とうございました。委員会報告の

口が担当するよう交代

とおり、決勝戦で伊那東部中と赤

でやっています。よろしくお願いします。

穂中が対戦し、同点のまま突入し

地区大会概要説明

たノーアウト満塁から始める特

地区大会実行委員会 藤澤秀敬委員長

別延長戦で、後攻の伊那東部中が２回追いついた

2018-19 年度

地区大会開催にあたり、本日お

末に最後は逆転サヨナラ勝ちで優勝するという

越しいただいている増澤地区幹事、

大変面白い試合でした。

藤松事務局長には大変お世話にな

さて、地区大会も間近に迫りました。みなさん

りますが何卒よろしくお願いしま

大変お世話になりますがよろしくお願いします。

す。藤松事務局長には私が中川ガ

私は大会中に 2 回も挨拶させていただくことに

バナーのもとで地区幹事を務めていた時に、いろ

なりますので若干緊張しておりますが、他のクラ

いろなアドバイスやご支援をいただきました。そ

ブに負けないよう伊那の底力を十分に発揮し、

の節は本当にお世話になりました。今回もよろし

12 日（金）の準備・リハーサルから大会終了ま

くお願いします。

で頑張って乗り越えていただきたいと思います。

（進行プログラム、会場図、担当スタッフ表にて

ご

概要説明 ～略～）

挨 拶

RID2600 地区幹事 増澤良雄様
本日は貴重な時間をいただいて、

担当スタッフ表については、机上で作成したた
め、各自の分担をチェックいただき、無理な動き

地区大会に向けての打ち合わせと

や難しい点等があるようならご質問ください。来

いうことで皆様には大変お世話に

週も地区大会の準備のための例会とさせていた

なります。伊藤ガバナーはまだ公式訪問の最中で、 だいています。来週は分科会ごとに集まって、そ
本日は中野 RC の例会に出席しています。ようや

れぞれの仕事の内容を分科会長が中心になって

く 54 クラブ中 28 クラブ目の公式訪問で、半分

確認いただければと考えています。

をちょっと超えたところです。

また、大会両日における友愛の広場と来賓控室

さて、月信 9 月号の表紙を先般開催された「南

でのお茶の接待ということで、奥様方のご協力を

信ダイヤモンドフェスティバル」の写真で飾って

ぜひよろしくお願いします。当日、我々伊那ＲＣ

いただきました。ロータリーデーにおける活動の

のメンバーは、なかなか会場に入る時間帯がない

様子を掲載するシリーズの第１号として赤羽幹

かもしれませんが、チャンスがあれば交代で研修

事には大変お世話になりました。次号以降もこう

会や本会議などの様子を見たり聴いたりしてい

して各クラブの活動の様子を月信でも紹介して

ただければと思います。なお、大会両日の集合時

いきたいと考えています。

間・場所については追ってご連絡します。

