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Rotary Opens Opportunities 

ソ ン グ 我等の生業 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介  

伊那中央ロータリークラブ 会長 藤澤健二様 

    〃        幹事 多田浩之様 

米山奨学生 サンギートさん 

会 長 談 話 藤澤洋二会長 

 昨日から大雨で、伊那市は警戒レベ 

ル４ということです。警戒が必要な大 

変な状況が今しばらく続きそうです。 

安全に気をつけて行動したいと思います。 

昨日は、伊那市でも大雨で、朝からスマホに大雨特

別警報が届いておりました。 

 伊那バスでは、駐車場が冠水の恐れとなり、バス、

自家用車、社員の乗用車を駐車場から会社の敷地内へ

移動しました。さらに、水かさが増した場合は、あら

かじめ伊那市と合意書を取り交わしてあり、バスを鳩

吹公園へ避難するてはずでしたが、そこまでは動かさ

ずにすみました。バスは水につかればほぼ廃車にせざ

るを得なくなってしまいます。最近、以前であれば、

まず起きないような気象異常が通常になってしまった

ように思われます。今回のような災害時の対応策など

いろいろなケースに備えておかなくてはいけないと思

います。  

 伊那商工会議所の青年部の活動をご紹介します。商

工会議所青年部は、いろいろ素晴らしい活動をされて

いる元気な団体で、11月 14日に行う事業、このまち

のおしごとごっこの共催でも、大変お世話になる団体

です。青年部では、コロナ禍で学校行事や大会の延期・

中止で悲しい思いをしている子供たちに、夏の思い出

をつくってあげようと、コロナ禍を吹き飛ばす花火大

会を準備しています。8月 1日、それぞれの家族で自

宅から見ることができるよう、分散して見物し密集を

さけることができるように、打ち上げ花火を市内複数

の場所から打ち上げます。子供たちは友達と過ごす大

切な時間が中止や延期になっています。一人でも多く

の子供たちが夏の思い出を作れるようにしたい、とい

う思いで青年部が準備しています。花火の打ち上げ費

用を、青年部や青年部OBの協賛、クラウドファンディ

ング、街頭募金などで行っています。ロータリークラ

ブ会員の中にも、青年部会員・OBがおられます。今日

は、青年部の会員でもある、唐澤洋祐会員が募金を預

かっていただけることになっております。ぜひ皆さん

のご協力、募金をお願いいたします。 

ご 挨 拶 伊那中央RC 会長 藤澤健二様 

 本日は私、藤澤と多 

田幹事の2名をお招き 

頂き有難うございます。 

 月日が経つのは早い 

もので、15年程前にな 

りますが、ここ、伊那 

食品工業(株)の社員として働いておりました。今でも、

昨日のことのように、塚越最高顧問の「藤澤くん行く

ぞ。」と言う声が聞こえてくるようです。本当にお世

話になりました。 

 また、伊那中央ロータリークラブ会長として、挨拶

をする機会を頂き、不思議な縁さえも感じております。 

 どうぞ一年間、そして今後とも伊那中央ロータリー

クラブとの変わらぬお付き合いをお願い致します。 

伊那中央RC 幹事 多田浩之様 

 勤務先はアクサ生命保険株式会社で、営業所長を

させていただいています。日頃は皆様の会社に伊那

商工会議所の共済制度を通じて当社の推進員がお

邪魔をし、大変お世話になっています。 

 さて私は、ロータリー歴5年目の若輩者でござい

ます。親クラブであります伊那ロータリークラブの

皆様方のご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。 
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幹 事 報 告  

1．地区事務所より、「2020-21年度地区大会」開  

 催についてのご連絡が参りました。 

 開催日：2020年 10月 4日（日）の 1日のみ 

 会場：上田市 サントミューゼ 

 プログラム：午前 地区役員・クラブ会長会 

  午後 本会議および記念講演 

 登録料：5,000円/1人（全員登録） 

2．地区事務所より、地区補助金説明会のご案内。  

 日時：2020年 7月 19日（日）13：30～ 

 場所：Zoomによるオンラインセミナー 

3．ロータリー文庫運営委員会より、ロータリー  

 文庫 WEBサイトについてのご連絡。2020年 7 

 月から文献の公開のため、ロータリー会員限定 

 となります。 

4．2019-20 年度地区ローターアクト代表より、 

「2019-20年度 活動誌」が参りました。 

5．地区事務所より、「第 19 回ロータリー全国囲 

碁大会」のご案内が参りました。 

6．辰野 RCより、クラブ計画書を頂きました。 

☆お知らせ 

・第 61期クラブ行事予定、日程変更のお願い。 

 年末家族会 12月 26日（土）→25日（金） 

・16日（木）例会後、旧理事会（決算）開催。 

委員会報告 7 月号「友」の紹介 中山一郎副会長 

 横組み P3 「ロータリーの友」 

 新委員長の紹介。 

 P6 毎号「ロータリーとは」の 

 タイトルで歴史、目的が書かれ 

 ています。 

 P7 RI会長メッセージ 

 P8～P19 ホルガ−・クナーク RI会長について 

 ドイツ人初の RI会長。経歴はクラブ会長とガバ

ナーを務めただけの型破りの RI会長。またネク

タイはめったに締めず、いつもジーンズ、「小さ

な眼鏡」は彼のトレードマーク。夫妻共に1952

年生まれで実家も近く、会長の生家は5代前に創

業したベーカリー、奥さんは2代続くソーセージ

店と、共通の環境。二人には子供がいないが、い

つも友人、親戚が多く集まり、また青少年交換プ

ログラムに熱心で、何十人の学生を自宅に受入れ、

累積では何百人も迎え入れてきた。（以下省略） 

P20～ガバナーの横顔 成田守夫ガバナーは P27 

P54 おとなの着こなし図鑑 と 

P57～P63コミック「ポール・ハリスとロータリ

ー」、ともに連載です。これは読みやすいです。 

縦組み P4～P8 ジャパネットたかたの元代表の

「夢持ち続け日々精進］講演録 

P9～P12「この人尋ねて」高知南 RC 戸田明さん

の変化に富んだ半生を取材。 

読みやすいため、各自お目通し下さい。 

出 席 報 告 会員数 53名 内出席免除 16名  

長欠 0名 出席者 37名 事前メーキャップ 0名 

出席率 78.72％ 

ニコニコボックス 

藤澤洋二・小松献臣 伊那中央 RC 藤澤会長さん 

 多田幹事さん、ようこそいらっしゃいました。 

 歓迎致します。一年間宜しくお願い致します。 

立石 誠サンギート君いらっしゃい。 

山田 益 7/7 ガバナー補佐として初仕事、駒ヶ 

 根 RC で成田ガバナー公式訪問の事前訪問を 

 しました。 

唐澤洋祐・山崎秀亮・唐木 拓・八木択真 伊那 

 商工会議所青年部では 8 月事業として様々な 

 イベントが中止になった子供たちに夏の思い 

 出を作ってもらうため、伊那市内で花火を打ち 

 上げたいと考えております。趣旨にご賛同いた 

 だける場合には、協賛を頂ければと思います。 

 宜しくお願いします。 

塚越 寛 よく降りますね。リスクヘッジをお互 

 いやりましょう。 

赤羽弘之 2 回続けて理事会を欠席して申し訳 

 ありません。 

第 61 期理事就任 原田和愛・宮下金俊 

委員会事業計画発表  

○ クラブ管理運営委員会 吉澤祥文委員長 

1．方針 ①メーキャップを活用 

しつつ出席率の向上を図り、例会 

が充実するように努める。②ニコ 

ニコボックスの年度目標額を達成 

するために、会員に協力を要請す 

る。③例会等の席順に変化を持たせ、会員相互の

交流の活性化を図る。 

2．計画 ①出席率向上のため、例会の出欠連絡

を徹底し無断欠席を無くす。②ニコニコボックス

に関する会員のスピーチを依頼し、会員の協力度

を高める。③ニコニコボックスの充実のため、会

員に関連する情報収集に努める。 

○ クラブ会報委員会 城取健太委員長 

1．方針 ①ロータリーの活動、 

各委員会の活動等を「会報」によ 

り会員に周知する。また、クラブ 

の年間活動記録として保存する。 

②クラブの精神および活動を地 

域に広く知ってもらうよう、マスメディアと連携



し広報活動を行う。 

2．計画 ①クラブの例会、イベントの活動を取

材し、記録として保存する。②毎週 2人の担当者

(主・副)を定める。③会報は原則として次週例会

までに発行する。④会報はメールで配信するか、

例会時に配布する。⑤ロータリー活動等の情報を

マスメディアへ周知し広報する。⑥必要に応じて

委員会を開催する。⑦ガバナー月信、ロータリー

の友への投稿を推進する。 

 ○会員増強委員会 原田和愛委員長 

 1．方針 クラブ会長および RI 

 2600地区ガバナーの掲げた目標を 

 達成するため、会員に会員増強の 

 重要性を訴え、会員3名の純増を 

 図る。 

 2．計画 ①8月のクラブフォーラム（会員増強・

拡大）で、ロータリアン自身が「ロータリーの広

告塔」であることの理解と実行を求める。②クラ

ブの若返り、活性化のために、メンバー各自のネ

ットワークを掘り起こし、若手会員と女性会員を

増やすように努める。③ロータリークラブが奉仕

活動や親睦活動を楽しく活発に行う事で、周りに

「生き生きした魅力的な団体」と映るよう努める。 

○親睦活動委員会 笠井俊朗委員長 

1．方針 ・会員ならびに家族の 

皆様との親睦を深めるために、家 

族会の事業を計画し、親睦活動委 

員会の皆様と協力して実行致し 

ます。・会員ならびに家族の皆様 

に多数参加していただくため、楽しく有意義な時

間を過ごしていただけますよう、内容を充実させ

実行致します。 

2．計画 ①納涼例会 ②年末家族会 ③観桜会 

○情報・プログラム委員会 赤羽弘之委員長 

1．方針 例会が楽しく有意義な 

ものとなるように、卓話・IGM 

を計画実行する。 

2．計画 ①卓話は、新入会員の 

卓話をはじめ、本年会長方針に 

基づき幅広い方々を人選し実行する。②IGM（イ

ンフォームド・グループ・ミーティング）を今期

中に 2回開催し、会員相互の意見交換と友情を深

めるとともに、それを通じてクラブの活性化をは

かる。③新入会員の入会事前説明会を実施する。

④新入会員夫婦同伴集会（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協力、

親睦を図る。 

○国際奉仕・財団委員会 宮下金俊委員長 

1．方針 ロータリークラブが社 

会に貢献する活動を充実、活性 

化する為に、財団・米山の意義 

を十分ご理解いただき、寄付の 

増進を図ります。 

2．計画①クラブフォーラムを担当し、国際奉仕・

財団・米山への理解を深める。②財団年次基金へ

の寄付 一人平均 150 ドル以上③ポリオプラス

基金への寄付 一人平均 30 ドル以上④ロータリ

ー平和センターへの寄付 一人平均 500 円以上

⑤恒久基金への寄付⑥米山記念奨学会への寄付

⑦地区補助金管理セミナー等へ出席し、地区補助

金事業の申請⑧地区補助金事業「このまちのおし

ごとごっこ」の活動に協力する。 

○職業・社会奉仕委員会 平出吉範副委員長 

1．方針 ロータリーの活動の柱 

の一つである「奉仕」の理念に 

対し一層の理解を深めると共に、 

会員個々及びクラブの奉仕活動 

に生かしてゆく。 

2．計画 ①毎月第一例会で「四つのテスト」の

唱和を行う。②職場例会の実施。③会員による伊

那弥生ヶ丘高校キャリア教育授業の講師派遣。 

④薬物乱用根絶「ダメ。ゼッタイ。」の普及運動。 

⑤緑の募金他、必要に応じて募金・義援金活動を

行う。⑥クラブフォーラム（10 月 22 日、12 月

10日、1月 14日）を担当する。 

○青少年奉仕委員会 小林孝行委員長 

1．方針 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。 

2．計画 ①「ボーイスカウト伊 

那第 1団」の活動支援と交流。 

②「伊那ロータリー杯」野球大会を主催し例会と

する。大会を通じて中学生対象の青少年育成活動

への理解を深める。③11月 14日に行う地区補助

金申請事業である市内の児童向け職業体験支援

事業「このまちのおしごとごっこ」に参加協力す

る。④クラブフォーラム（9月 24日、3月 25日、

4月 15日、5月 13日）を担当する。 

 


