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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２８４９回例会 2018.12.6 No.1509
2018-19 年度 RI テーマ

BE THE INSPIRATION

ソ ン グ 君が代

奉仕の理想

幹 事 報 告 別紙をご覧ください。

四つのテスト 唐木一平職業・社会奉仕委員長

理事会報告 1.12 月行事予定の承認。2.年末家族会の

会長談話

計画案を承認。3.第 60 期役員・理事の承認

先日の IGM は、欠席させて頂き
失礼しました。29 日に、かつて記念

委員会報告 ○年末家族会について
波多江崇史親睦活動委員長

植樹に行きました相馬 RC の当時の

毎年恒例の年末家族会を 12 月 25

会長渡辺さん、幹事の森さんのお二

日（火）に JA 上伊那フラワーパレス

人が伊那に来られました。接待のため小林さんの店や

で開催いたします。18 時 30 分から

色々な店を回り楽しく過ごしました。30 日は木曽に行

例会 18 時 50 分からパーティーです。
送迎は JA のバス

きたいとの希望で、馬篭と妻籠へ案内しました。この

が出ます。
ご家族お子様をお誘いの上お越しください。

歳で行きますと歩くのが大変で、万歩計で 7000 歩く

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

らい歩いたのですが、馬篭は頑張って歩きましたが、

○12 月号「友」の紹介 原 義美 副会長

妻籠は最後の藤村の記念館まで行くのに精一杯でした。 横組み P7～P12 特集 知的好奇心
伊那に帰って昭和軒で飲みましたが、焼き鳥が上手い

に火をつけろ!「子供サイエンス実

と喜んでいただきました。渡辺さんは大林組の子会社

習」全国ロータリークラブの活動

におられた方で、森さんはアルプス電気の役員をされ

紹介

た方です。お二人ともよく話される方で、アルプスに

・埼玉県吉川 RC「吉川さいえんすクラブ」の紹介

雪が無かったので、これがアルプスかと馬鹿にされま

・滋賀県大津東 RC「スペースロボットコンテスト SRC

した。その後カラオケに行きたいと言うので、いつも

International Championship」国際大会を他クラブと

の店に行き 8 時過ぎまで付き合いましたが、体が持た

共催。韓国、台湾、シンガポール、ベトナムが参加。

ずに早めに帰りました。1 日は岡谷まで送り届け 2 泊

・静岡県清水 RC 理科クラブ設立 5 周年記念で「水ロ

3 日の工程が終わりました。

ケット大会」を実施。

誕 生 祝 遠藤和夫・宮澤

・北海道函館五稜郭 RC「青少年のための科学の祭典函

安三・竹腰哲夫・平出吉範

館大会」に協力・出展。

結婚記念日祝

・石川県野々市 RC「サイエンススクール」を開催。

小坂栄一・宮下金俊

・岩手県花巻 RC「ぬくまるアカデミー」を企画。
・東京都八王子 RC「SST 養成講座」へ実験機器を寄贈。
P16～19 特集 疾病予防と治療月間 チュニジアと
モンゴルの支援活動の様子紹介
縦組み P4～8「新しい人生と寿命を延ばす方法」武田

在 籍 祝 宮下光一(39)

邦彦氏 2500 地区 I.M.講演

・三澤清美 17)・宮澤安三

P9～12 埼玉県越谷 RC のクラブを訪ねて

(7)・原 敬明(4)

P18 卓話の泉「高齢者の運転について」認知機能検

査について、第 1 分類～第 3 分類の検査あり。75
歳以上のドライバーは認知機能検査を受ける。
P24 ロータリーアットワーク
RC 「歩行セミナー」を開催

佐久コスモス
健康長寿のまち、

佐久市を目指している。
出 席 報 告

会員数 57 名

内出席免除 18 名

長欠 2 名 出席者 36 名 事前メーキャップ 4 名
出席率 85.10％ 前々回 100％変更無し。

第 60 期役員・理事 唐木一平・藤澤洋二・小松

ニコニコボックス

献臣・山田 益・本田敏和・小河節郎・小林旬

立石

子・平出吉範・三澤清美・山崎秀亮・立石 誠

誠

IGM 欠席で申し訳ありませんでした。

赤羽弘之 前回の IGM 大変楽しく開催できまし

年 次 総 会

た。ありがとうございました。

立石会長の進行で年次総会が

塚越 寛 かんてんぱぱショップ松本店が 12 月

行われた。

1 日オープンしました。やまびこ通りです。
本田敏和

次期役員・理事発表

小坂樫男指名委員長より、第

IGM 会場ご利用ありがとうございま

61 期会長に藤澤洋二会員、幹事

した。先月尾張旭 RC の桜井さん菊田さんと名

に小松献臣会員と発表された。

古屋で一杯やってきました。皆様にくれぐれも

引き続き唐木一平会長エレクト

よろしくお伝えください。と申しておりました。

から、その他の第 60 期役員・理

城取健太 妻が経営します「カフェタイズ」仁愛

事が発表され承認された。

病院店がオープンしました。
矢島 勇 先週ボン・ジョビの東京ドーム公演に
行ってきました。大感激でした。

唐木一平

第 60 期会長 挨拶

素晴らしい配役を決めて頂き、指名委員会の皆

ゴルフ部 11 月 17 日に伊那中央 RC との合同ゴ

さんありがとうございました。特に女性が 3 名入

ルフコンペ、見事団体戦勝利となりました。

ってこんなに嬉しい事はありません。このように

団体戦上位 5 名 荒木康雄・藤澤秀敬・小松献

花の咲いたクラブは他にはないと思います。私の

臣・宮下 裕・竹腰哲夫
個人戦上位 5 名 荒木康雄・小松献臣・藤澤秀
敬・竹腰哲夫・中川博司
在籍祝 宮下光一・三澤清美
ラッキー賞 山田 益・下枝正一・中川博司・小
坂樫男・吉澤祥文・城取健太・串原弘樹

座右の銘は「有言実行」です。会員の皆様にはよ
ろしくご指導とご協力をお願いします。
藤澤洋二

第 60 期会長エレクト（欠席のため挨

拶文を赤羽幹事が代読）
先日、指名委員会の皆様からご連絡を頂き、
「返
事はハイかイエスしかない。」との事でありまし
た。会長を務める力はありませんが、皆様のご指
導とご協力を是非ともお願い致します。

