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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 唐木一平 幹事 唐木 章 会報委員長 大石ひとみ 第２８７３回例会 2019.7.11 No.1533
2019-20 年度 RI テーマ

Rotary Connects The World

ソ ン グ 我等の生業
ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介 辰野 RC 会長 熊谷久司様、幹事
武田 真様、箕輪 RC 会長エレクト 山本 勲様、幹事
荻原直己様
新 任 式 1.幹事バッジ引継ぎ 2.記念品贈呈

それに参加しても同じ条件です。また、今までは例会
の 2 週間前後という決まりがありましたが、年度内だ
ったら何時でも良いと変更になりました。広い仲間を
知ろう、
仲間を作ろうと RI 会長もメッセージを送って
います。国内においても海外においても広くメーキャ
ップをすることをお勧めします。
他のクラブを訪問した際、皆様張り切って初々しく
会を進めておりました。本日はその皆様からご挨拶を
頂きます。
ご 挨 拶 辰野 RC 会長 熊谷久司様
昨日の辰野 RC 例会に参加いただきありがとうござ
いました。少し自己紹介させていただきます。６年前

3.幹事挨拶 唐木 章幹事
前回第一回の例会にも関わらず欠

に幹事として伊那 RC 例会に参加させていただきまし
た。趣味はゴルフ・マウンテンバイク・シュノーケリ

席してしまいご迷惑をおかけしました。

ング・スキーであります。６７歳でありますが楽しく

唐木会長と共に力を合わせてやってい

過ごさせていただいております。

きたいと考えております。まだ分から

辰野 RC 幹事 武田 真様

ないことも多くありますので、ぜひ

8 年前に RC に入会

皆様の協力をへてやっていきたいと考えております。

しましたが知り合いも

会 長 談 話 唐木一平会長
報告からさせていただきます。本
日は辰野 RC、箕輪 RC の会長さん、
幹事さんをお迎えしていますが、先
日幹事と一緒に伊那中央 RC と辰野
RC の例会に参加させていただきまし
た。19 日には箕輪 RC の例会に参加させていただく予
定です。その席で気が付いたことがあります。ロータ
リーソングの「我等の生業」ですが、
「努るところは向
上奉仕」
。我がクラブの歌詞には「は」が無い。他にも
数か所歌詞と違うところがあります。歴史のある歌詞
の旗ですが、令和というまた、60 周年という記念の年
に、
「は」を付けて新しく作ってみてはどうかと提案し
ます。
規定審議会で出席率向上のためのメーキャップにつ
いて改正されました。確認のために、その会の 60％は
参加する。また、衛星クラブが出来つつありますが、

増えて楽しみながら
活動しております。
伊那 RC の皆様にも
指導いただきながら
１年間頑張っていきたいと考えております。
箕輪 RC 会長エレクト 山本 勲様
有賀会長でありますが、
現在闘病生活しております。
先週無事手術も終えましてリハビリをしております。
私は学生時代フェンシングをしておりまして、教え子
がフェンシングで東京オリンピックを目指しておりま
す。ちなみに東京オリンピック観戦チケットはすべて
外れてしましました。有賀会長が復帰するまで頑張り
たいと思います。
箕輪 RC 幹事 荻原直己様
ロータリー歴も短い私ですが精一杯努めますのでビシ

ビシ指導いただきたいと

・若手会員と女性会員を増やすよう努める。

思います。

・奉仕活動や親睦活動を活発に行い、生き生きし

不安もありますが有賀

た魅力的な団体に見られるよう努める。

会長と共に１年間務め

親睦活動委員会

小林旬子委員長

たいと思います。

・会員並びに家族の皆様との親睦
を深めるため、家族会の事業を

幹 事 報 告

別紙をご覧ください。

計画する。納涼例会、年末家族

出 席 報 告

会員数 56 名

会、観桜会

内出席免除 17 名

長欠 0 名 出席者 33 名 事前メーキャップ 0 名

情報・プログラム委員会 平出吉範委員長

出席率 68.75％

（代理

ニコニコボックス

・例会が楽しく有意義なものとな

唐木一平、唐木 章 辰野 RC 会長様、幹事様、

赤羽弘之副委員長）

るよう、卓話・IGM を計画実

箕輪 RC 会長エレクト様、幹事様 ようこそ伊

施する。また、会員にロータリ

那クラブへお越しいただきました。会員一同で

ーの知識と理解が深まる各種

歓迎致します。例会をお楽しみください。

情報を提供する。

唐木 章 今年度幹事を受けました。一年間宜し
くお願い致します。また、第一回の例会を欠席
してしまい大変ご迷惑をお掛けしました。
山崎秀亮 青少年奉仕委員長を担当します。
山田 益 7/9 伊那インターサン工業の庭で「小
泉進次郎」代議士と握手しました。
原田和愛 今月より受付です。まだ名前がわかり
ませんので、宜しくお願い致します。
本田敏和、山崎秀亮、唐木 拓 伊那商工会議所
青年部 8/17 開催どろカップ応援お願いいたし
ます。協賛金も宜しくお願い致します。

・卓話は会長方針に基づき国際分野で活躍する卓
話者を人選する。
・インフォーマルミーティングを開催し、ロータ
リーへの理解と親睦を図る。
国際奉仕・財団委員会 原 義美委員長
財団寄付目標を達成する。
・年次基金寄付一人＄150 以上
・ポリオプラス基金寄付一人＄30
以上
・ロータリー平和センター寄付一
人 500 円以上

在籍祝 鈴木正比古

・恒久基金寄付一人＄1,000 以上（任意）

委員会事業計画発表

・ロータリー財団に対する理解を深める。

クラブ管理運営委員会 小河節郎委員長

・地区ロータリー財団奨学生を推薦する。

・100％の出席を目指し、欠席者

・60 周年に向け、会員にご協力をお願いする。

にメーキャップを促す。
・ニコニコボックスの年度目標額
を達成する。

職業・社会奉仕委員会 竹腰哲夫委員長
ロータリー活動の根幹である「
職業奉仕」では会員相互の職業か

・例会の席順を変え、会員同士の

ら学ぶこと。また「社会奉仕」で

交流を図る。

は将来の日本や地域の為になる青

クラブ会報委員会 大石ひとみ委員長

少年の人材育成のための活動をし

・会報の発行および活動記録とし

て、ロータリーの魅力を高める。

て保存。

青少年奉仕委員会 山崎秀亮委員長

・クラブの精神活動を地域に知っ
てもらうよう、広報活動を行う。
会員増強委員会

都築 透委員長

会員 4 名の純増を目標とする。
・ロータリアン自身が「ロータリ

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。
・ボーイスカウト伊那第 1 団の活
動支援

ーの広告塔」であることの理解

・伊那ロータリー杯野球大会を主催する。

を深める。

・凧揚げ大会への参加協力

