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人類に奉仕するロータリー 

2016-17年度RI会長テーマ 

ソ ン グ 我らの生業 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介  

上伊那グループガバナー補佐 垣内章雄様 

辰野RC会長 河手欣哉様、幹事 大森尚人様 

伊那中央RC会長 伊澤和男様、副幹事 唐澤稔様 

会 長 談 話 皆さんこんにちは。 

今日は上伊那グループ垣内ガバナー 

補佐がご挨拶にお越しいただきました。 

ありがとうございます。そして辰野RC 

の会長さん・幹事さん、伊那中央RCの会長さん・副

幹事さんが来訪されました。毎年7月、相互に例会訪

問をさせていただき友好を深めてまいりました。 

私は一昨日平澤幹事さんと伊那中央RCにご挨拶に

行ってまいりました。伊那 RAC の布留川会長、矢澤

幹事さんも一緒に参りました。明日は箕輪 RC、そし

て来週水曜日に辰野RCにお邪魔する予定となってい

ます。よろしくお願いいたします。 

 また 12 日は例会訪問のあと、伊那中央 RC 伊澤会

長、宮澤幹事さんと一緒に、名誉会員の皆さんのとこ

ろに推戴書をお持ちしました。白鳥伊那市長、川上商

工会議所会頭、登内名誉会頭の御三方です。あと地元

の報道関係各社に新年度スタートのご挨拶を両クラブ

揃って行ってまいりました。今年は上伊那グループ協

力して行うネパールトカルパ村への支援事業がありま

すので、例年実施している継続事業も同様ですが、い

い形の報道ができればよいなあと思います。 

 さて、先週から参議院の選挙があり、またこれから

東京都知事選、騒がしくなっていますが、オランダハ

ーグの仲裁裁判所の判決が出たというニュースでは、

フィリピンが全面的に勝訴となり「中国の主張する南

シナ海での権利は全く認められない」というものでし

た。また今朝の新聞には「天皇陛下が生前で退任の意

向」というニュースが一面大きく出ていました。毎日

毎日、重大な問題が紙面を飾っています。 

わたしが今日お話しするのは、小坂前会長がよくお

話しされていた大相撲の御嶽海関の活躍の話題であり

ます。日曜日から大相撲名古屋場所が始まっています。

私も今年は、たまたま国技館に2度行く機会がありま

したので少しその時の様子をお話しさせていただきま

す。皆さんは両国の国技館に入ったことがあるでしょ

うか。テレビで見る通りでありますが、升席Bで向こ

う場面、テレビ放送に映らないところでありました。

それでも4人で4万円の席でした。 

はじめは1 月の初場所6 日目でした。西前頭10 枚

目でこの日はグルジアの臥牙丸と対戦で、体重200Kg

の相手に全く良いところなく黒星でありました。この

場所は途中インフルエンザで2日間休みがあり結果は、

5勝8敗２休。 

そして次は、5月場所1月と同じ6日目で相手は千

代鳳、長い相撲を制して、逆転勝ちでその場所は 11

勝4敗の好成績で、敢闘賞を受賞しました。この5月

場所まで大関横綱、幕内上位との取り組みがない中で

の成績でした。そしていよいよ今場所は東前頭筆頭で、

初日から大関横綱との対戦となったところであります。

稀勢の里、鶴竜、白鳳、日馬富士すべて完敗でした。 

怪我の無いように願っているところですが、はじめ

大きな相手にタジロイデいるのが見えましたが、徐々

に慣れてきているようであります。結構いい動きをし

ていますので、体をしっかり作ってきっと活躍できる

と思います。大いに期待しています。 

ガバナー補佐ご挨拶 垣内章雄ガバナー補佐 

年度内に於いて数回クラブ訪問をい 

たします。RI規程審議会で会員身分、例 

会の運営、入会金廃止等大きく改定があ 

りました。5/14地区諮問委員会で今後の

対応を検討。改定に対し、肯定的に捉え来年４月地区
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協に向けて協議をします。また、クラブ内での論

議を充実して下さい。地区として各クラブへは要

請をせず、各クラブで対応して下さい。原ガバナ

ーから、寄付目標 150 ドル／人、ポリオ 40 ドル

／人、平和フェロー10 ドル／人。 

6月4日会員増強セミナーにおいて伊那クラブ

では会員増強目標 4 名。 

ご 挨 拶 辰野 RC 河手欣哉会長 

第 54 期の会長を務めます。職業 

は焼鳥屋を経営しています。先日、 

新聞に RC の記事が掲載されたら、 

従兄弟から「焼鳥屋でも会長を出来

るのか？」と云われました。来年 3 月にＩＭをホ

ストしますので多くのご参加をお待ちします。 

辰野 RC 大森尚人幹事 

河手会長から 1 年遅れ入会、11

年余のロータリー歴になります。職

業分類は能楽師で名古屋を中心に

年数回公演をしています。実業は社 

会福祉法人「音羽会」特別養護老人ホームを経営

しています。 

伊那中央 RC 伊澤和男会長 

職業はアットホームを経営して 

います。本年 30 周年を迎え、地区 

補助金を予定以上に頂くことがで 

き、有意義に使わせて頂きます。チ

ャーターメンバーが 5 人在籍しており、若々しく

楽しく活動していきます。 

伊那中央 RC 唐澤 稔副幹事 

会員歴 6 年目になります。ソフト 

ボールといったら「伊那市」なので、 

30 周年記念事業として女子ソフト 

ボールを支援いたします。 

幹 事 報 告  

1．ロータリー囲碁同好会より、「第 15 回ロータ

リー全国囲碁大会」のご案内が参りました。 

2．辰野ロータリークラブ、箕輪ロータリークラ

ブ、尾張旭ロータリークラブより、クラブ計画

書を頂きました。 

3．「ロータリーコーディネーターNEWS 8 月号」、

「ハイライトよねやま 196」が参りました。 

☆お知らせ 

・入会希望者のご紹介 

 伊那燃料㈱ 唐澤幸利（ゆきとし）様 生年月

日：S44年 8月 8日 住所：伊那市境 1512-2 

・次週 21日（木）例会は、箕輪 RC会長・幹事が

来られます。 

・21日例会後、旧理事会を開催します。旧役員・

理事はご出席をお願いします。（例会場） 

出 席 報 告  

会員数 52名 内出席免除 18名 長欠 1名 出席

者 34名 事前メーキャップ 2名 出席率 81.82 

％ 前々回 78.26％変更なし。 

ニコニコボックス 

藤澤秀敬、平澤泰斗 垣内上伊那グループガバナ

ー補佐、辰野 RC 河手会長、大森幹事、伊那中

央 RC 伊澤会長、唐澤副幹事、ようこそいらっ

しゃいました。 

塚越 寛 トヨタ本社のサービス部門のトップ

佐藤常務以下部長 16 名が勉強に昨日からおい

でになり、只今終りました。 

坂井清彦 9月、自動運転日産セレナ新型を発表

致します。宜しく検討してみてください。 

唐木一平 初例会無断欠席でした。今仕事が盆前

で次期的に戦争状態に入りましたのでごめん

なさい。 

在籍祝 唐木一平 

56期役員退任 宮下金俊、原 義美 

57期理事就任 赤羽弘之 

ゴルフ部 H27年度年間成績 優勝 橋爪利行、準

優勝 小坂樫男、1 位 原 義美、2 位 藤澤

秀敬、3位 下枝正一 

委員会事業計画発表 

クラブ管理運営委員会 竹腰哲夫副委員長 

例会への出席を奨励し、会員の関心 

を高め、興味を持ちかつ楽しく内容 

のある例会になるよう工夫・努力す 

る。 

ニコニコボックスの意義を理解いただき、奉仕活

動の財源確保を図るため、年間目標額を定め、そ

の達成に向け活動する。 

クラブ会報委員会 宮下金俊副委員長 

      ロータリーの活動、各委員会の活動

などを「会報誌」を通じて会員に伝

える。また、クラブの年間活動記録

として保存する。 

伊那ロータリークラブの精神および活動を広く

地域に知ってもらうため、マスメディアと連携し



広報活動を行う。 

クラブ会員増強委員会 神山公秀委員長 

クラブ会長およびRI2600地区ガバ

ナーの掲げた目標を達成するため、

会員に会員増強の重要性を訴え、男

性会員 2 名、女性会員 2 名の純増

を目標とする。 

親睦活動委員会 平出吉範委員長 

会員並びに家族の皆様との親睦と 

連帯を深めるために、家族会の事業 

を計画し、親睦活動委員会の皆が協 

力して実行する。 

会員並びに家族の皆様に多数参加して頂くため、

楽しく有意義な時間を過ごせるよう、内容の充実

に努力する。 

情報・プログラム委員会 荒木康雄委員長 

会員が出席を楽しみにするような 

有意義な例会とするために、卓話・ 

ＩＧＭ等を計画実施する。 

また、会員にロータリーの知識や各 

種情報を提供することにより、ロータリーへの理

解と愛着が深まるように努める。 

国際奉仕・財団委員会 山田 益委員 

国際奉仕においては世界社会奉仕 

活動（WCS）の理解を深める。 

ロータリー財団においては年次プ 

ログラム基金寄付、PHF、恒久基 

金寄付、大口寄付の推進を図る。 

職業・社会奉仕委員会 宮下光一副委員長 

      自己の職業能力を奉仕に役立てる。 

      地域社会へ貢献するための社会奉 

仕活動を推進する。 

      青少年の健全な育成を図るための 

事業を支援する。 

環境保全の事業を積極的に行うと同時に、会員の

健康増進を図る。 

青少年奉仕委員会 原 敬明委員長 

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

提唱クラブとして、伊那 RAC の活 

動に対して包括的なバックアップを行う。 

伊那 RAC例会の出席当番表を配布しました。 

出席をお願いします。 

 


