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2017-18 年度 RI テーマ

ROTARY：
MAKING A
DIFFERENCE

ソ ン グ 君が代

奉仕の理想

【小坂栄一会員在籍 50 年のお祝い】

四つのテスト 宮下光一職業・社会奉仕委員長

立石会長 小坂先生の長年の貢献に

会長談話

感謝し、クラブから特別にお祝いを
テレビを見ておりましたら、ご当地

用意いたしました。先生これからも

力士の御嶽海は、東の関脇で臨んだ先

お元気で頑張ってください。

場所は 8 勝 7 敗と勝ち越し、九州場所

小坂栄一会員 特別な記念品を頂きありがとうござ

も東の関脇のようです。頑張ってほし

いました。ついこの間入会したと思ったら、早 50 年。

いです。

自分でもびっくりしております。50 年と言うと、私の

11 月 26 日「第 41 回アクターミーティング」が開

歩んできた人生の半分以上であり感慨もひとしおです。

催されます。アクターミーティングはアクターの自己

最近は、物忘れはひどいし、物覚えは悪いし、耳も遠

啓発やアクトクラブの問題点などについて話し合いを

くなり、そろそろ潮時とも思いましたが、どこのクラ

行っています。今年度は伊那 RAC が担当でテーマは

ブもメンバーが増えない状況にあり、一時は 100 人を

「私、社長になります！」として、アクトの参加者が

超す会員を擁していた我クラブも現在は半分程度とな

「経営者」となって経営手段を考え、午後の部ではチ

っており、在籍していれば「枯れ木も山の賑い」とも

ーム毎に発表をします。場所はかんてんぱぱガーデン

なりますので、もう少しおいてもらう事にしました。

西ホールで 10 時から 15 時です。提唱クラブですので

これからはボケないように、皆さんに迷惑を掛けない

皆さんのご参加をお願い致します。

ようにやって行きますので宜しくお願い致します。

誕 生 祝 小坂栄一・三澤清美・山田 益・小松献

幹事報告

臣・増田 清・中村和之・松﨑敏彦・山崎秀亮

1．地区事務所より、2018 年国際大会参加のお願い。
大会期間：2018 年 6 月 23 日～6 月 27 日
開催地：カナダ トロント
【登録締め切り日と登録料】
締切日 2017 年 12 月 15 日 登録料＄345、締切日
2018 年 3 月 31 日 登録料＄420、締切日 2018 年 4

結婚記念日祝 塚越 寛・原 義美・増田 清・宮下

月 1 日～大会閉会日まで 登録料＄495

裕・大澤一郎・唐木一平・平澤泰斗・荒木康雄

※2018 年3 月31 日までにオンラインで登録すると

在 籍 祝 小坂栄一(50)・登内五昭(25)・清水紀光
(13)・川合 博(7)・大石ひとみ(1)

登録料が＄10 割引されます。
※登録及びチケット申込書 及び 国際ロータリー
ホテル予約申込書がデータで来ていますので、必
要な方は事務局までお申し出ください。
2．国際ロータリー日本事務局より、My Rotary アカ

の創設に至るエピソード etc。

ウント登録のマニュアルが参りました。
3．地区事務所より、ロータリー財団月間リソー

P28～32

日本のロータリー100 周年実行委員会

アンケート調査結果報告

スの案内が参りました。

4 つの項目で実施し

たアンケート調査の報告。

4．箕輪 RC より、特別講演会のご案内。
日時：11 月 10 日(金)講演会 12：30～13：30

P36～38

エバンストン便り

2019-2020 年度 RI

会長ノミニーにマーク・ダニエル・マローニー氏

場所：箕輪町地域交流センター

（米アラバマ州のジケーターRC 所属）選出。

講師：サイクリスト 小口良平氏

縦組み P4～8

演題：夢をあきらめないで ～世界一周自転車

ノ上克先生の第 2730 地区地区大会におけるロー

元財団奨学生で宮崎大学学長池

タリー財団奨学生、その後と題した講演要旨。

旅で感じた故郷の美しさ～
※事前予約不要、聴講無料、メーキャップ扱い。
5．地区 RAC、アクターミーティング実行委員会
より、第 41 回アクターミーティングの案内。
日時：11 月 26 日（日）10：00～15：30

P14～15

友愛の広場

丸亀 RC 横田龍男会員の

「職業奉仕」考 一読に値する意見。
出 席 報 告

会員数 58 名

内出席免除 20 名

長欠 1 名 出席者 33 名 事前メーキャップ 0 名
出席率 66.00％ 前々回 100％変更なし。

場所：かんてんぱぱガーデン西ホール

ニコニコボックス

登録料：1 名 3,000 円

宮下金俊 次男が 10/28 結婚式を挙げました。

【11 月のプログラム】ロータリー財団月間

山田 益 米山と財団のフォーラムを担当しま
す。寄付をお願いします。

9 日（木）ガバナー公式訪問

在籍祝 小坂栄一・大石ひとみ

※11：30 会長・幹事懇談会
16 日（木）職場例会（会場：宅幼老所あずま家
河原町オヒサマの森）※13：35 理事会

ラッキー賞 原 義美・山崎秀亮・神山公秀・宮
下光一・下枝正一・宮下金俊・唐澤幸利

23 日（木）休会（法定休日）
30 日（木）IGM 夜間例会（だるま 18：30～）
☆お知らせ
・次週 11 月 9 日はガバナー公式訪問です。大勢
の会員の出席をお願い致します。例会終了後ガ
クラブフォーラム

バナーと記念写真を撮ります。

財団・米山

理事会報告

別紙をご覧ください。

山田

委員会報告

11 月号「友」の紹介

お手元にロータリー米山豆辞

橋爪利行副会長

典、
「ロータリー財団・米山記念

横組み P3

奨学会寄付のお願い」を配布して

RI 会長のメッセージ

財団は多くの点においてロータ

益国際奉仕・財団委員長

あります。寄付をお願いします。

リーの奉仕の土台、今日ロータリ

8 月 26 日に財団と米山の地区セミナーがあり

ーがこのような組織でいられる

ました。地区大会で米山功労達成クラブの表彰を
受けましたが、累計額は長野県第 2 位です。第 1

のも、財団があればこそ。
11 月 5

位は長野 RC で 8600 万円、第 2 位が伊那で 6000

日から 1 週間は、世界インターアクト週間 P10

万円、第 3 位が松本南 RC,第 4 位が長野東 RC と

飯田東 RC と下伊那農業高校 IAC との活動報告

続いていますが、当クラブは過去の先輩の貯金の

P7～11 インターアクターと連携する

P13～19 私たちの目標：ポリオのない世界

と

題してポリオプラス関連の記述。

お陰で上位に位置しています。
米山梅吉翁の奉仕の精神を引継ぎ、1967 年「財

P24～25 米山記念奨学事業 50 年のあゆみ①－

団法人ロータリー米山記念奨学会」が設立されて

前史－ 創立 50 周年を迎えた米山記念奨学事業

50 年を記念して作成された DVD をご覧いただ
きます。「世界に届け 米山の架け橋」です。

