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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２７９９回例会 2017.10.26 No.1462
2017-18 年度 RI テーマ

ROTARY：
MAKING A
DIFFERENCE

ソ ン グ 我らの生業

4．地区事務所より、地区青少年育成基金プロジェク

ﾋﾞｼﾞﾀｰ･ｹﾞｽﾄ紹介

ト助成金の案内が参りました。
申請締め切りは 2017

上伊那グループガバナー補佐 吉澤博文様

年 11 月末日です。詳細は地区プログラム「青少年

会長談話

育成基金規約」をご参照ください。

本日は吉澤博文上伊那グループガ
バナー補佐をお迎えしての開催です。
宜しくお願い致します。
先日の国際ロータリー第 2600 地
区大会において 2016-17 年度会長賞
をいただきました。また、米山功労達成クラブ（6000
万円達成クラブ）で感謝状をいただきました。本日会
場に持って参りましたのでご覧ください。
また、次年度地区大会ホストクラブの紹介で、DVD
による紹介をしました。実行委員会の皆さんが作成し
たもので、ドローンで撮影した映像もありとても良か
ったです。
今日はまた日本晴れで南アルプスは初冠雪で雄姿が
見事な景色です。本日は宜しくお願い致します。

5．地区事務所より、地区学友会名簿作成のお願いが
参りました。国際親善奨学生の情報提供について。
6．
地区事務所より第 10 回全国 RYLA 研究会の案内。
7．上田六文銭ロータリークラブより、創立 20 周年記
念誌「20 年のあゆみ」を頂きました。
8．茅野ロータリークラブより、
「第 24 回インターア
クト地区大会報告書」が参りました。
9．伊那 RAC 奥田 勇会長が広島へ転勤のため、布留
川深志直前会長が会長を代行します。
【11 月のプログラム】ロータリー財団月間
2 日（木）クラブフォーラム（国際奉仕・財団）
※13：35 顕彰審査委員会
9 日（木）ガバナー公式訪問
※11：30 会長・幹事懇談会
16 日（木）職場例会（会場変更）※13：35 理事会
23 日（木）休会（法定休日）
30 日（木）IGM（会場・時間変更）
☆お知らせ
・11 月 2 日（木）例会後、顕彰審査委員会を開催いた

委嘱状伝達

します。顕彰審査委員（役員・理事）はご出席をお

2018-19 年度米山奨学委員会委員長 松下正博会員

願い致します。
（例会場）

幹事報告

委員会報告

1．11 月のロータリーレートは＄1＝114 円です。

次年度地区大会実行委員会 藤澤秀敬委員長

2．関ガバナー、長野東ロータリークラブ地区大会実
行委員長より、2017-18 年度地区大会の御礼。
3．地区事務所より、地区大会で RI 会長代理飯村様が
発表された、資料 1「サービス理念に基づく経営」
と資料 2.「RI 会長代理挨拶並びに現況報告」のデー
タが参りました。ご利用ください。

先週土日に開催されました地区大会
に大勢の方に参加していただきありが
とうございました。
来年度は 10 月 13 日（土）14 日（日）
の開催が決定しています。
伊那市の紹介ビデオが放映され好評でした。また、立

石会長の挨拶もとても良かったです。駒ケ根 RC

ていきました。翌年オーストラリアから留学生が

伊藤雅基ガバナーエレクト中心に準備を進めて

来て、長男はそのオーストラリアの女性と結婚致

参ります。講師の選定もしていきます。その都度

しました。私の仕事を継いでいましたが、嫁が日

皆様にお伝えします。色々お世話になりますが、

本で暮らすのは嫌だと言って、オーストラリアに

宜しくお願いします。

行ってしまいました。長男も孫二人も嫁に取られ

出 席 報 告

会員数 58 名

内出席免除 20 名

てしまいました。次女は 3 年前にイタリアに留学

長欠 1 名 出席者 34 名 事前メーキャップ 2 名

しました。その分受け入れもしなければなりませ

出席率 72.00％ 前々回 65.21％変更なし。

ん。今フランスの留学生を受け入れています。こ

ニコニコボックス

れで 9 人目になります。アメリカの黒人の男の子

立石

次期地区大会実行委員会の皆様のお

が去年ハネムーンで来まして、箕輪に来て家に泊

陰をもちまして、次期ホストクラブの紹介が無

って行きました。私が入会する前に受け入れたカ

事出来ました。

ナダの女性が東北大震災のボランティアで来て

誠

立石 誠 2016-17 年度 RI 会長賞を頂きました。 箕輪に寄ってくれて、歓迎会をしました。今年は
米山功労 6000 万円達成クラブの感謝状を頂き

3 年前に受け入れたイタリアの留学生が夏に来

ました。

て、京都へ連れて行きました。

立石 誠、平出吉範 吉澤ガバナー補佐ようこそ
お越しくださいました。

逆に海外に行った時は、メルボルン国際大会で
オーストラリアの留学生が案内してくれ、シカゴ

三澤清美 10/29（日）太極拳の世界でトップの

国際大会では、黒人の留学生が案内してくれ、ア

李徳芳先生をお招きして長野県では初めての

トランタ大会では留学で行っていた平澤会員の

指導員レベルの講習会を開催することになり

お孫さんが案内、ブルックリン RC の方に接待を

ました。普及の一助になれば嬉しく思います。

受け、楽しく交流しました。本来の目的は交換留

先日退会された池上昭雄様の長野市

学生の育成にある訳です。箕輪 RC も創立以来何

のご自宅に遊びに行き、善光寺七福神巡りをし

十人と受け入れて参りましたが、立石会長も先程

て参りました。

言っていましたが、伊那 RAC のメンバーが減っ

赤羽弘之

在籍祝 松下正博、中川博司

てしまい困っているとの事、箕輪 RC もホストフ

ゴルフ部 10 月コンペ入賞者 優勝 藤澤秀敬、

ァミリーが出来る家庭が少なくなって苦労して

準優勝 遠藤和夫、1 位 平澤泰斗、2 位竹腰

います。伊那 RC の皆さんも是非受け入れをお考

哲夫、3 位 中川博司

え頂ければと思います。ローターアクトの支援と

ガバナー補佐ご挨拶

吉澤博文様

前回 I.M.の時に挨拶させて頂

同じで上伊那グループで考えていかなければな
らない事だと思います。

きましたが、ガバナー補佐の役

伊那ロータリークラブさんは RI 会長賞を取ら

目が 5 年に一度は箕輪 RC にも

れましたが、地区方針に「RI 会長賞の達成」が

担当が回って来る訳ですが、少

1 番最初に載っています。My Rotary の中に説明

人数のため大変です。伊那ロータリークラブさん

が書いてあります。My Rotary に登録していた

は会員が大勢いて、またガバナー補佐に相応しい

だくと、2 週間後のガバナーの話も良く分かると

人が沢山いて、会長もやりたくても出来ない人も

思います。是非登録をお願いします。

いると聞いています。
ガバナー補佐の仕事はガバナーの方針を皆様
に伝える事ですが、2 週間後にガバナーがお見え
になって方針を話されますので今日は略させて
頂き私の事についてお話させて頂きます。
私は 1991 年に箕輪ロータリークラブに入会し、
今年 27 年目です。その間何をやってきたかと申
しますと、青少年交換しかやってないです。担当
して 4 年目に長女がアメリカに交換留学生とし

例会後のクラブ協議会で吉澤ガバナー補佐を囲んで。

