
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 藤澤秀敬 幹事 平澤泰斗 会報委員長 唐木 章 第２７４７回例会 2016.7.28 No.1410 

 

Rotary Serving Humanity 

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 

葬 儀 御 礼 平出吉範会員 

平出吉範会員から父 吉昌様葬儀にあたって参列・ご

厚志の御礼がありました。 

会 長 談 話  

本日は、いま話題の「ポケモンGO」 

について。海外で先行して始まったス 

マホゲームで、先週いよいよ日本でも 

ダウンロード開始となりました。もの 

すごい人気で、スマートフォンに無料でインストール

して、すぐに遊べるようになるとのことで、ＴＶのニ

ュースで様々報道されていました。 

ロータリーの会員で既に「ポケモン GO」を始めた

方はいますでしょうか？折り畳み式のガラケーには入

らないと思いますが、スマホを持っていても、電話機

能のみしか使わないロータリー世代にとってはどうで

しょう？下枝会員が早朝散歩しながら「ポケモン」し

ているらしいと聞きましたが、いかがでしょうか。 

 歩きスマホといえばメールやLINEだと思いますが、

今「ポケモン GO」に一気に変わっているようです。

今まで自分の部屋のパソコンの前でゲームに明け暮れ

ていた若者が、街を出歩くようになっていいじゃない

かという一面もありますが、全国で歩きスマホの交通

事故が急増しているとの報告もあります。また原発敷

地内にポケモンが出没したり、そのほかの立ち入り禁

止エリアに人が入ってしまったとか。私有地に勝手に

侵入したり、スマホの画面を見ていて、崖から転がり

落ちたり、様々なトラブルが発生しているようであり

ます。 

 一昨日、私も物は試しと「ポケモン GO」をスマホ

に入れてみました。まず自分自身のキャラクターの設

定から始まりましたが、操作がいまいち分からないう

ちに自分の体型と違う「細身の若者スタイル」で始ま

ってしまいました。近くにいたモンスターをいくつか

ゲットしたところで止まっていますが。イメージは、

車のカーナビの状態がスマホの画面の中で展開されて

いる感じであります。ＧＰＳを利用していて自分が道

を歩くと、自分の作ったキャラクターが地図上を歩き

ながらモンスターに遭遇、スマホが振動して画面が写

真になり、目の前の風景の中にいるモンスターをゲッ

トします。 

 先ほど申し上げた、家に閉じこもっていた若者が外

に出て、更にはポケモン仲間と公園や街中で会話が始

まってと、ネットで問題になっていた出会い系サイト

などの犯罪に巻き込まれることを思えば、外へ出て、

歩いて、体を動かしてと、まあ良い一面もあるのかな

と思います。 

 先週末、新宿御苑に珍しいポケモンが出現するとい

う噂がながれ、数百人がお金を払って新宿御苑に入園。

これはデマによる経済効果でしたが、日本でポケモン

のスポンサーロケーション第一号はマクドナルドのよ

うで、ゲーム内で使えるアイテムをもらえる「ポケス

トップ」に国内 2900 店舗を設定したようです。ポケ

モンを遊ぶ人がマックのお店に来るようにスポンサー

になったわけです。 

 伊那バスでは春日町のバスターミナルが「ポケスト

ップ」になっているようで、ゲームで使えるアイテム

「モンスターボール」をゲットできます。 

最後に「イーナちゃんバスに150円で乗っていただ

き 50 分で市内一周すると約 500 円分のポケモンのア

イテムがゲットできるらしい」という噂？があるよう

です。この夏、里帰りされたお孫さんを連れてイーナ

ちゃんバスはいかがでしょうか？ 

どうぞよろしくお願いします。 

入 会 式 ㈱小松商会 代表取締役 小松献臣様 

（紹介者 宮下光一会員） 

伊那市荒井在住。趣味はゴルフです。 

お誘いをいただき、入会を決断致 

        しました。最高齢の新人かと思いま 

すがロータリー精神に恥じないよ 

うにしたいと思います。 

ご指導をお願いします。 

ＷＥＥＫＬＹ 2016 － 2017  



幹 事 報 告  

1．小松献臣会員の<職業分類>不動産賃貸業 

<所属委員会>クラブ管理運営委員会 

2．8 月のロータリーレートは＄1＝102 円です。 

3．地区事務所より、「米山奨学地区セミナー」お

よび「ロータリー財団地区セミナー」開催案内。 

<米山奨学地区セミナー> 

日時：8 月 27 日（土）10：30～12：10 

場所：松本大学 5 号館 

参加者：米山奨学担当者、入会間もない方 

<ロータリー財団地区セミナー> 

日時：8 月 27 日（土）13：00～16：30 

場所：松本大学 5 号館 

参加者：会長、ロータリー財団委員長、事務局 

または幹事、R 財団委員 

4．伊那中央 RC より、伊那西高校インターアク 

トクラブ助成金負担のお願いが参りました。 

金額：クラブ会員数（7/1 現在）×1,000 円 

5．尾張旭 RC 合同納涼大会について 

日時：8 月 27 日（土）17：50～20：05 

場所：野村陽子植物細密画館前ガーデン 

会費：一人 2,000 円 

※ジャンボタクシーをご利用ください。伊那北 

 駅前 17：15 伊那市駅前 17：20 

 

☆★☆★ 8 月のプログラム ★☆★☆ 

（会員増強・拡大月間） 

 4 日（木）クラブフォーラム（会員増強・拡大） 

11 日（木）休会（法定休日） 

18 日（木）卓話 ※13：35 理事会 

25 日（木）27 日（土）へ振替 

27 日（土）尾張旭 RC 合同納涼大会 

委員会報告 地区補助金説明会報告 

下枝正一 国際奉仕・財団委員長 

 7月 24日に松本大学において 

開催された。100名程が出席した。 

説明会前に都筑財団委員長より本 

年度の財団の地区方針説明があった。今年は財団

設立 100周年で、各クラブで記念イベントを計画

実行しよう。また、年次プログラム基金の寄付目

標を 150ドルとする。更にポリオプラスに 40ド

ル、平和フェローシップに 10ドルとなりました。 

 補助金小委員長より地区補助金の審査結果と

実施に向けての説明がありました。その中で本年

度の補助金が既に各クラブに振り込み済みとの

報告があり、上伊那グループにはネパールトカル

パ村の震災後の学校施設の改善プロジェクトに

973,590 円（9545 ドル×102 円）となりました。 

その結果上伊那グループとしては負担金として

総額の 30％を負担しなければなりませんので、

417,253円、上伊那の会員数で割ると一人当たり

2,400円位の負担となります。 

また、補助金申請等の窓口は辰野 RCの松井孝

芳会員が上伊那、下伊那グループを担当します。 

補助金の管理について資金管理会計小委員長よ

り説明があり、事業終了より 2ヵ月以内に報告書

を提出する事。最終期限は2017年4月中旬です。 

出 席 報 告  

会員数 53名 内出席免除 18名 長欠 1名 出席

者 31名 事前メーキャップ 3名 出席率 75.55 

％ 前々回 81.82％変更なし。 

ニコニコボックス 

藤澤秀敬、平澤泰斗 小松献臣さんを新会員にお

迎えしました。宜しくお願い致します。 

小松献臣 入会しました。宜しくお願い致します。 

山田 益 7/16 天候に恵まれ伝統の祭り「宮田

祇園祭」大成功でした。 

唐木 章 今年度会報委員長になりました。しか

しながら今年度当初から 3 回連続で欠席して

しまい、委員の人たちに大変迷惑を掛けてしま

いました。 

清水紀光 今日は決算報告があります。原会計さ

ん大変ご苦労様でした。 

平出吉範 一昨日の父の葬儀の際には、供花、御

香典を賜わりまして、ありがとうございました。 

ゴルフ部 7 月月例コンペ入賞者 優勝 荒木康

雄、準優勝 高田 充、1 位 橋爪利行 

決 算 報 告 

小坂樫男直前会長から 7 月 15 日に橋爪会員と

中山会員に監査を受け、先週の理事会で承認され

た報告があり、原義美前会計より、第 56 期決算

報告が行われた。その後、中山一郎監査人より監

査報告がされた。 

 

 


