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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 平出吉範 会報委員長 宮下金俊 第２７９６回例会 2017.9.28 No.1459
2017-18 年度 RI テーマ

ROTARY：
MAKING A
DIFFERENCE

ソ ン グ 我らの生業

付金 500 円とロータリー財団年間 1 万円寄付分割納

ﾋﾞｼﾞﾀｰ･ｹﾞｽﾄ紹介

入の方は 2,500 円を 10 月 10 日頃銀行口座より引き

元桜守 稲邊謙次郎様

落とさせて頂きますので宜しくお願い致します。

ガバナーエレクト 伊藤雅基様

出 席 報 告 会員数 58 名 内出席免除 20 名

次期地区幹事 増澤良雄様

長欠 1 名 出席者 26 名 事前メーキャップ 3 名

幹 事 報 告 別紙をご覧ください。

出席率 61.70％ 前々回 85.10％変更なし。

1．10 月のロータリーレートは＄1＝112 円です。

ニコニコボックス

2．地区事務所より、第 6 回日台ロータリー親善会議

立石 誠、平出吉範 ガバナーエレクト、次期地区幹

のご案内が参りました。
開催日：2018 年 3 月 1 日（木）13：00～
会場：会議、式典 高雄漢来大飯店 9 階国際ホール
登録料：会員 15,000 円 配偶者 10,000 円

事ようこそお越しくださいました。
藤澤秀敬 伊藤ガバナーエレクト、増澤次期地区幹事
ご来訪を歓迎します。
地区大会宜しくお願いします。
伊藤雅基様 本日はお世話になります。地区大会につ

3．伊那市総務部危機管理課より、暴力追放・地域安

きまして宜しくお願い申し上げます。
全イン市民大会の開催についての案内が参りました。 増澤良雄様 本日はお世話様になります。
4．他クラブ例会変更のご連絡
立石 誠 稲邊様、今日は卓話を宜しくお願い致しま
辰野 RC：10/11（水）→14 日（土）クラブ親睦旅
行夜間例会 10/18（水）→15 日（日）地区大会

す。
清水紀光 稲邊様この度は卓話を快く引き受けて下さ

箕輪 RC：10/13（金）→14、15 日地区大会へ振替

りありがとうございます。本日は宜しくお願い申し

10/27（金）休会

上げます。

伊那中央 RC：10/17（火）→14、15 日地区大会へ
振替
【10 月のプログラム】
経済と地域社会の発展月間・米山月間
5 日（木）指名委員委嘱、会員卓話（小河節郎会員）
12 日（木）休会（規定による休会）

都築 透 今日の森林、環境に関する稲邊さんの卓話
楽しみにしています。
坂井清彦 高遠の住人であります稲邊さんの卓話楽し
みに致しております。ご苦労様です。
立石 誠 伊那ロータリー杯無事終わりました。皆さ
んのご参加ありがとうございました。

15 日（日）地区大会

本田敏和 本日長女が 5 歳になりました。

19 日（木）15 日（日）へ振替

中山一郎 母の葬儀の際は会並びに会員の方々からご

26 日（木）ガバナー補佐事前訪問 ※11：45 会長・
幹事懇談会 13：35 クラブ協議会（ガバナー補佐
出席）14：30 理事会
☆お知らせ
・58期2期分会費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、平和センター寄

弔意御厚志を賜わりありがとうございました。
9 月ゴルフコンペ入賞 藤澤秀敬・清水紀光
会長談話
先日のロータリー杯は台風が来て
天気の心配ばかりしておりました
が、無事に出来、橋爪副会長、平出

幹事をはじめ皆さんには大変お世話になりあり

変参考になりますので、是非参加していただきた

がとうございました。結果は、春富中学校が優勝、

いと思います。

二位が箕輪中学校、三位が西箕輪中学校でした。

卓

話

演題

人的資源育成における「地域環境保全と桜

本日は駒ケ根ロータリークラブの伊藤雅基ガ

元桜守 稲邊謙次郎

バナーエレクト、増澤良雄次期地区幹事にお越

の保護育成」

し頂きました。10 月 14 日 15 日は地区大会です

（紹介者

様

清水紀光 情報・プログラム委員長）

ので是非皆さんのご参加をお願い致します。尚、

昭和 19 年 10 月東京生まれ。平

慰労会は、だるまさんで行いますのでそちらの

成 8 年高遠町に移住。平成 9 年

参加もお願い致します。

上伊那森林組合職員を経て高遠

ご

挨 拶

ガバナーエレクト

町振興公社職員。平成 27 年伊那

伊藤雅基様

伊那ロータリーの方とは、日頃仕

市振興公社退職。現在企業組合信州高遠桜守代表

事でお会いしたり、色んな団体でご

理事。特定非営利活動法人伊那谷森と人を結ぶ協

一緒させていただくことが多いので

議会代表理事。この度、桜と里山の環境保全に功

すが、かえって緊張しております。

労されたということで環境大臣から表彰を受け

今日お伺いさせていただいたのは、次年度私の

らました。先日 SBC テレビでも放映されました。

ガバナー年度の地区大会を伊那ロータリークラ
ブでホストクラブを引き受けていただきました

先程ご紹介いただいたように

ので、その御礼に参りました。次年度大変お世話

平成 8 年に旧高遠町に参りまし

になりますがどうか宜しくお願い申し上げます。

て伊那森林協同組合その後、桜

次期地区幹事 増澤良雄様

守ということで活動しておりま

地区事務所が出来て、誰でもガバ

す。今日色々お話するなかで基

ナーになれると言われていますが、

本的には森林組合にいた当時の思いが引き続い

いざ始まると大変な事で、中川ガバ

て桜守をしておりました。桜守をしながら地域の

ナーの時はまだ固定の地区事務所

環境保全等に関心を持ちまして活動をしており

が無く、その時の地区幹事藤澤さんはさぞかし大

ます。表題の人的資源といいますのは、後継者の

変だったことだろうと思っています。大変な年に

養成ということになります。これからどういう人

なりそうですがどうぞ宜しくお願いいたします。

を育てていかなければならないかということに

委員会報告

2018-19 年度地区大会実行委員会

藤澤秀敬委員長
来年の地区大会は、2018 年 10

なっていくと思いますので、そんな風に思って聞
いていただけたらと思います。
（スクリーンの画像による各地の説明）

月 13 日、14 日となります。地区

こんな風に環境保全と子供たちへの環境教育

大会実行委員会の組織図をお配り

をしております。いずれにしましても様々な行政

させていただきました。会場は伊那文化会館をメ

機関、国から始まって県とか市町村がありますが、

インの会場に予定しております。

そういうところで主導していくのではなくて、や

地区大会とは 2600 地区の年に一回の大会であ

はり民間で主導していかないと駄目だなと思い

り、長野県が 2600 地区 55 クラブ、会員が 2000

ます。山もそうではありますが、行政にしっかり

名程でそのうちの約半数の 1000 名程が集まる大

とやっていただいて、行政から委託された方がし

会です。伊那文化会館の大ホール、小ホールを使

っかりと運営していくことがこれからは大事だ

います。メンバーの他に RI 会長代理として選ば

と思います。

れた方がご夫妻で来ていただける予定です。それ

私が信念を貫いてきた、桜守という職種を確立

から全国各地から伊藤ガバナーの仲間が何名か

していきたいという思いが今実現しています。山

参加いただける予定です。式典には来賓として長

と桜は運命共同体なんですが、そんな風に森と人

野県知事、伊那市長、商工会議所会頭、商工会の

とを同時に育てるという活動をして参りました。

会長方に参加いただく予定です。
来月 14 日 15 日に開催されます地区大会は大

