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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２８９９回例会 2020.3.12 No.1559

2019-20 年度 RI テーマ

Rotary Connects The World

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本例会は
理事会で承認された「例会をメールまたはファックス
で開催」に基づき実施されました。
会長談話
伊那ロータリークラブ創立 60 周年記念事業のメイ
ンとなります、記念式典及び祝賀会が、ご来賓 29 名、
会員及びご家族様 62 名、総勢 91 名のご参集の下、厳
粛かつ盛大に行われました。このことは、ひとえに会
員の皆様のご協力と宮下金俊実行委員長を始めとして
各委員会の皆様そして事務局の安藤さんのご尽力、す
べて奉仕の心の賜物と感謝と共に御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。60 年間の諸先輩方の

4．地区事務所より、
「地区研修・協議会」中止のご連
絡が参りました。
5．地区事務所より、
「会長エレクト研修セミナー及び
地区研修・協議会代替え研修」開催のご連絡。
日時：4 月 11 日（土）11：00～15：00
場所：ホテル中村屋
出席者：次期ガバナー補佐、会長エレクト、次期幹
事のみ
6．地区事務所より、3 月 22 日開催の「2019 学年度 米
山奨学生修了式・歓送会」中止のご連絡。
7．地区事務所より、3 月 29 日開催の「RLI 卒業コース」
中止のご連絡が参りました。

ご苦労を思い感謝しながらの楽しい時間であったと思

8．国際ロータリー日本事務局より、
「国際ロータリー

います。式典後は心身ともに一休みの日々をお過ごし

出版物販売終了のお知らせ」が参りました。ロータ

のことと思いますが、今日はコロナウイルスによる感

リーショップ（オンライン）へ移設に伴い、2020 年

染拡大であらゆる活動が制限され、経済に甚大な影響

3 月末をもってすべての冊子版資料が購入できなく

が出始め、不安な毎日であります。

なります。4 月以降は My Rotary 電子版からダウン

ロータリー行事も3 月1 日の駒ヶ根ロータリークラ
ブがホストとなる I.M.が中止となり、28 日尾張旭ロ
ータリークラブとの合同例会も中止となりました。
世界中が自粛体制ではありますが、私たちは公私共
に明日の計画を実行しなければなりません。万全の防
護策を取りながらロータリー活動へ前向きのご参加を
お願い致します。
幹事報告
1．3 月のロータリーレートは＄1＝110 円です。
2．地区事務所より、2 月 29 日開催の「次期地区チー
ム研修セミナー、PETS 及び地区研修・協議会のため

ロードする。
（2019 年手続要覧等）
【3 月のプログラム】
（水と衛生月間）
1 日（日）上伊那グループ I.M.・会員セミナー中止
5 日（木）新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
12 日（木）次期委員会人事発表
メールまたはファックスによる例会
19 日（木）新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
信州大学農学部浜野充先生の卓話は延期します。
26 日（木）開催は 24 日（火）に決める。
開催する場合 ※13：35 理事会

の指導者打ち合わせ会」
中止のご連絡が参りました。

28 日（土）尾張旭 RC 合同例会 中止

尚、
「次期ガバナー補佐会議」のみ地区事務所にて開

29 日（日）尾張旭 RC 合同ゴルフコンペ 中止

催されました。
3．地区事務所より、3 月 14 日開催の「会長エレクト
研修セミナー（PETS）
」延期のご連絡が参りました。

☆お知らせ
・60 年度第 4 期分会費 55,000 円及びロータリー財団

毎年 1 万円寄付金分割納入の方は 2,500 円を 4

クラブ会報委員会

月 10 日に銀行口座より引き落とさせていただき

○城取健太 △矢島 豪 唐澤洋祐 串原弘樹

ますので宜しくお願い致します。

前澤朋欣

2 月の理事会報告
理事 16 名中出席者 10 名

会員増強委員会

１．3 月のプログラムについて承認されたが、そ

○馬場智義 △向山賢悟 小坂樫男 塚越 寛

の後新型コロナウイルス感染拡大防止のため例

原田和愛 宮下光一 山田

益

会開催を変更し、3 月 9 日メールまたはファック
スによる臨時理事会を開催し、例会開催の変更が

親睦活動委員会

承認された。（幹事報告の通り）

笠井俊朗 △山崎秀亮 大石ひとみ 小松大介

2． 退会者について

下枝正一 都築 透 波多江崇史

㈱ミヤザワ 宮澤安三会員

3 月末日で退会。

承認された。

情報・プログラム委員会

3．第 61 期委員会構成（案）について別紙 藤澤

○赤羽弘之 △ 唐木 章

洋二会長エレクトより発表され承認された。

誠

清水紀光 立石

4． 2020-2021 年度地区補助金申請事業について
別紙 藤澤洋二会長エレクトより発表され承
認された。

国際奉仕・財団委員会
○宮下金俊 △藤澤秀敬 坂井清彦 橋爪利行
宮下 裕

委員会報告
○ 2020-21 年度地区補助金申請事業について

職業・社会奉仕委員会

プロジェクト名「このまちのおしごとごっこ」

○鈴木正比古 △平出吉範

実施場所：伊那市西町 伊那バス西町貸店舗

昌

小坂栄一 熊谷勝

小林旬子 中川博司 三澤清美

主旨：小学生及び未就学児（親に付き添っていた
だく）に、地元企業による職業の体験型ブースを

青少年奉仕委員会

通じて、それぞれの職業を体験していただく。

○小林孝行 △竹腰哲夫 岩附 宏 神山公秀

○ 創立 60 周年記念旅行日程のご連絡

原

義美 増田 清

期日：4 月 25 日（土）
、26 日（日）
場所：富山・高岡

監査人

ニコニコボックス

下枝正一 都築 透

唐木一平・唐木 章 創立 60 周年記念式典及び
祝賀会滞りなく見事に開催出来ました。会員皆
様のご尽力のお陰様でした。ごゆっくりお休み
ください。
本田敏和 60 周年記念式典、皆様大変お疲れ様
でした。拙い司会で申し訳ありませんでしたが、
何とか無事終えることができました。ありがと
うございました。
在籍祝 立石 誠
年 次 総 会

2020-21 年度委員会人事発表

○委員長 △副委員長
クラブ管理運営委員会
○吉澤祥文 △本田敏和 唐澤幸利 登内豊明
中曽根隆文 本郷一博 八木択真

