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Rotary Opens Opportunities 

ソ ン グ 君が代 奉仕の理想 

四つのテスト 鈴木正比古職業・社会奉仕委員長 

       ビジター・ゲスト紹介  

       上伊那グループガバナー補佐 

        山田 益 様 

       米山奨学生 サンギートさん 

       会 長 談 話 藤澤洋二会長 

本日は、第61回目の創立記念例会 

です。 

 今年は、新型コロナの影響により、 

残念ながら、伊那ロータリー顕彰 授 

賞式を記念例会の中で行うことができ 

ませんでした。授賞式は、今日の午前中に、御園公民

館において開催いたしました。後ほど、今年のロータ

リー顕彰者について詳しく発表いたします。 

 伊那ロータリークラブは、1960 年（昭和 35 年）2

月 18 日に、諏訪RC をスポンサークラブとして、26

名のチャーターメンバーにより創立されました。以来、

61年の長きにわたり、先輩たちにより、輝かしい歴史

と良き伝統が築かれてまいりました。 

 今年度は、クラブのテーマとして「力を合わせて困

難を乗り越えよう」を掲げ、重点目標として、①ロー

タリーの活動を継続しよう、②会員増強と退会防止を

はかろう、③IM を成功させようの三つを設けて活動

してまいりました。  

 新型コロナの感染拡大の中、皆様のご協力のもと、

安全を第一にクラブ運営をしてまいりました。会員増

強では多くの皆様にお骨折りいただきました。一方、

観桜会、納涼会、クリスマス家族会など、ロータリー

の大切な要素である会員同士の交流、親睦をはかるこ

とができず、もどかしい思いをしております。 

 三つ目の重点目標の IM を、3 月7 日リモートで開

催致します。懇親会で交流を深めることができないこ

とは残念でありますが、山田益ガバナー補佐が IM リ

ーダーとして引っ張り、平出吉範実行委員長が若手会

員を率いて開催準備を進めておられます。会員の皆様

にも何かとお世話になります。よろしくお願いいたし

ます。 

 今日は伊那ロータリークラブの第 61 回の創立記念

日をクラブ員皆でお祝いし、先輩方が築かれてきた輝

かしい歴史と良き伝統を引き継ぎ、これからもロータ

リーの活動を継続し、発展させていきたいと考えます。

どうぞよろしくお願い致します。 

ガバナー補佐挨拶 山田 益ガバナー補佐 

 創立第61回記念例会にご招待いた 

だきありがとうございます。また、 

日頃はRC、上伊那グループの行事等 

にご協力いただき感謝申し上げます。 

 過日1月30日に2600地区の地区 

チーム会議がありました。その中で9グループのガバ

ナー補佐から各地区の状況について発表がありました

ので、報告させていただきます。 

【各地区の状況報告】 

〇東信第一グループ 

・8クラブの内、財団寄付0クラブ数が2、米山寄付 

 0クラブ数が１ある。 

・Ｉターンの人は、地域に溶け込んで新会員になりや

すい。 

・8月7日と12月17日に会長幹事会を開催。 

・今後の例会は、リアルの会とオンラインの会のハイ 

 ブリッド化を提案。 

・佐久コスモスRCと蓼科RCは1月、2月を休会。 

・中信第二グループに所属しインターネットで例会を 

 開催する「Ｅクラブ」を紹介。 

〇東信第二グループ 

・IMは東信第1と第2合同で計画したが中止。 

〇北信第一グループ 

・クラブの会員が高齢化しており会員の増強が課題。 

・IMは2月6日に開催。 

・長野南クラブが40周年。 
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・良いクラブの事例は北信第一グループに留まら 

ず 2600 地区全体でシェアしていくことで更な 

る効果が期待できると提案。 

〇北信第二グループ 

・IM は 11 月 14 日に開催。長野赤十字病院感染  

 症内科部長 増渕雄氏を招へいし講演。テーマ

「ウイルス感染症－特に新型コロナについて－」 

〇中信第一グループ、中信第二グループ 

・両グループともに、コロナ禍につき、会員の増 

 強・退会防止が難しい状況。 

コロナ禍で例会を開催しない場合は、会費の引

き下げを検討していきたい。 

・2 月 27 日、大町 RC と松本空港 RC 合同開催 

 の中信第一・第二グループＩＭを検討中。 

〇諏訪グループ 

・リモートへの開催方法変更等に伴う余剰金を、 

 諏訪保健所や医療従事者の応援に使用したい。 

・1 月 19 日の会長幹事会を Zoom で開催。 

〇上伊那グループ 

・箕輪 RC は、12 月 25 日の「クリスマス例会」 

 を昼間に変更して開催。 

・箕輪町出身の西藤選手が、フェンシング競技で 

 オリンピックへ出場するためカンパの協力依 

 頼あり。 

〇下伊那グループ 

・コロナで例会を中止しているクラブがある。 

・IM（3 月 7 日）は中止を決定。 

【お知らせ】 

 3 月 7 日（日）開催の上伊那グループＩＭ会員 

セミナーでは、関 邦則パストガバナー著「THE  

ROTARY MOTIVATION」を各自用意ください。 

第 42回伊那ロータリー顕彰授与式報告 

小松献臣幹事から、 

本日 10時から「御園 

地域交流センター」に 

おいて「あじさいの会」 

代表北原利子様の顕彰 

を行った。 

伊那市社会福祉協議会篠田会長、多機能型就労施

設「ゆめわーく」田畑所長もご参加いただいたと

報告された。 

委嘱状伝達 21-22年 

度地区デジタル化推進 

委員会副委員長  

唐木 拓会員 

幹 事 報 告 

1．2月のロータリーレートは＄1＝104円です。 

2．2021-22年度 RI会長シエカール・メータ氏（カ 

ルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ｟イ

ンド、西ベンガル州｠に所属）が国際協議会に

おいて、2021-22 年度の RI 会長テーマを発表。 

テーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かに

するために」（Serve to change lives）です。 

3．地区事務所より、「次期地区チーム研修セミナー」

「PETS及び地区研修・協議会のための地区指導者 

 打ち合わせ会」開催のご案内。 

日時：2021年 3月 13日（土）13：00～16：40 

開催形式：Zoomオンライン研修セミナー 

4．ロータリーの友事務所より、「2021-22 年度ロ

ータリー手帳」お買い上げのお願い。注文される

方は 2月 25日までに事務局までご連絡ください。

1部 660円（送料別） 5月下旬出来上がり予定 

☆お知らせ 

・新事務局員が決定しました。氏名：清水三奈子

さん 住所：伊那市中央 

 2月 22日（月）から勤務していただきます。 

・次週 25日（木）例会終了後、理事会を開催い

たします。役員・理事の方はご出席をお願い致

します。 

委員会報告 ○2月号「友」の紹介 

 中山一郎副会長 

P7～16 月間特集で、長崎医科大学 

へ通う学生の時被爆し、後遺症と闘 

いながら医師となり、長崎記念病院 

の理事長、第2740地区のガバナーとなった故福井

会員の講演録と、平和フェローとして世界で活躍

している3人の女性が紹介されています。 

P23下段「ガバナーのロータリー・モメント」山

形県米沢中央 RC斎藤ガバナーが医療器材援助で

スリランカへ3年続けて行って得た感動。 

P31～37 連載コミックは、ポールが自薦でシカ

ゴ RCの会長となり、一業種一会員制の導入、我々

が得たものを社会に還元するという奉仕の概念

を説いたところ、例会がギスギスし、親睦のため

歌を取り入れ、ロータリーソングに結びついた。  

横組み P4～8 ロシアの樺太の南に位置するユジ

ノサハリンスク RC創立会員で名誉市民の宮西氏

85歳の半生の講演要旨で、面白く読めます。創立

するまでてんこ盛りです。是非お読み下さい。  

P9～12「この人訪ねて」は、岡山県伊原 RCの青

木さんとデニムに関わるその仲間達です。 



P16「友愛の広場」松本南 RC のアルプスワインの

矢ヶ崎名誉会長が寄稿しています。 

○ 2019-20年度ロータリー財団寄付表彰の報告 

平澤会長エレクト 

100％ロータリー財団寄付クラブ 

 のバナーと End Polio Now：「歴史 

 をつくるカウントダウン」キャン 

 ペーンの感謝状を頂きました。 

出 席 報 告 会員数 54名 内出席免除 15名  

出席者 41名 事前メーキャップ 1名 出席率 

85.71％ 

ニコニコボックス 

藤澤洋二・小松献臣 本日創立61周年記念例会を 

迎えられます事を皆様と共にお祝い申し上げ、

ワクチン接種が一日も早く完了し、コロナ感染

が収束してロータリー活動が正常に戻ります

事、また伊那 RCの益々の発展を祈念致します。 

山田 益 本日は上伊那Ｇガバナー補佐として 

 地区チーム会議の報告をさせて頂きます。 

鈴木正比古 本日終了後、弥生ケ丘高校キャリア 

 教育が開催されます。ご協力頂く皆様、よろし 

 くお願い致します。 

坂井清彦 松本日産甲斐日産と統合 持株会社 

ＭＮホールディングス設立。本社を松本日産に

置いた。社長に松本日産会長が就任。今後松本

日産社長平井が甲斐日産社長に就くので、宜し

くお願い致します。 

増田 清 ㈱マスダ食品部宮田とうふ工房が第 

24回長野県豆腐品評会において、豆腐の部「こ

だわりのざる豆腐」知事賞 スイーツの部「豆

乳焼きどーなつ」審査委員長賞 を頂きました。 

大変ありがとうございました、今後も安全、安

心、美味しい豆腐作りを目指してまいります。 

在籍祝 宮下金俊・三澤清美 

ロータリー財団寄付認証者発表 

メジャードナー(15回)中川博司 

MPHF(7回)藤澤洋二 (5回)荒木康雄 (4回) 

小林孝行 (4回)山田 益 (4回)宮下金俊 

PHF 向山賢悟 

ロータリー財団寄付額 

 ポリオプラス寄付金     ＄1,817.10 

  RPC平和センター寄付金    ＄259.74  

  毎年 1万円寄付金       ＄3,341.23 

 個人年次寄付金       ＄5,500.00 

 個人年次寄付金(全員＄19.23) ＄1,038.42  

  合 計           ＄11,956.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会寄付認証者発表  

米山功労者マルチブル(12回)中川博司 

米山功労者(1回)竹腰哲夫 (1回)立石 誠 

準米山功労法人 都築木材株式会社 

米山記念奨学会寄付額 

 普通寄付(クラブ寄付)    168.000円 

 特別寄付          400,000円 

 合 計           562,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伊那弥生ヶ丘高校 1学年課題解決学習発表会】 


