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BE THE INSPIRATION 

ソ ン グ 君が代 奉仕の理想 

四つのテスト 藤澤洋二職業・社会奉仕副委員長 

会 長 談 話  

先日、池上英雄パストガバナーの 

葬儀に参列しました。ご子息の池上 

英明さんから伊那RC宛てに礼状を 

いただいているので朗読いたします。（内容略） 

酷暑が続いておりますが、8月11日（土）に「ダイ

ヤモンドスポーツフェスティバル in上伊那」という行

事が開催されます。例会扱いとなっていますので、み

なさまご家族連れでぜひお越しいただきたいと思いま

す。なお、酷暑のため看護師にも待機いただきますの

で、安心してご参加願います。また、先着400名のお

楽しみ抽選会なども用意されているようです。お孫さ

んなどと一日ゆっくり遊んで楽しんでいただければと

思います。 

誕 生 祝 小坂樫男・熊谷勝昌・藤澤洋二・ 

吉澤祥文・ 

大石ひとみ 

唐澤幸利・ 

本田敏和・ 

唐木 拓 

 

結婚記念日祝 大石ひとみ・唐木 拓 

在 籍 祝 原 義美(11)・唐澤幸利(2) 

 

 

 

 

  

幹 事 報 告 

1．8月のロータリーレートは＄1＝112円です。 

2．伊藤ガバナーより、公式訪問の御礼状を頂きました。 

3．地区事務所より、米山奨学地区セミナー及びロータ

リー財団地区セミナー開催のご案内が参りました。 

日時：2018年8月25日（土） 

場所：松本大学 2号館 

4．ロータリー日本財団より、確定申告用寄附金領収証

が参りました。平成30年1月1日から6月末日まで

の寄付金領収証 領収証は再発行できませんので、

確定申告時まで大切に保管してください。 

5．地区大会のご案内を地区大会事務局より発送。 

6．地区事務所夏季休業のお知らせ 8月13日（月） 

～16日（木）まで 

7．駒ヶ根RC、伊那中央RCから、クラブ計画書。 

【8月のプログラム】 

2日（木）クラブフォーラム（会員増強・拡大） 

 9日（木）11日（土）へ振替 

11日（土）南信ダイヤモンドフェスティバル・ロータ 

リーデー 会場：伊那スタジアム 時間11：00～ 

16日（木）休会（規定による休会） 

23日（木）25日（土）へ振替 

25日（土）尾張旭RC合同納涼大会（会場：かんてん

ぱぱガーデン西ホール 時間18時～） 

26日（日）尾張旭RC合同ゴルフコンペ 

30日（木）会員卓話 ※13：35 理事会 

☆お知らせ 

・事務所の夏季休業8月11日（土）～16日（木） 

理事会報告 1.8月の行事予定 2.南信ダイヤモンド 

フェスティバル・ロータリーデーについて 3.事務局

夏季休暇について 4.慶弔見舞 5.その他 職場例会

について 

ロータリーデーについて 赤羽弘之幹事 

8月11日（土）に伊那スタジアムにて開催される「ダ

イヤモンドスポーツフェスティバル in上伊那」へ伊那
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RC が共催します。チラシは小学校や幼稚園・保

育園等へ配布済みで、400 名程度の来場者を見込

んでいます。当日はロータリーデーの会場をスタ

ジアム内に設けて、テントの下で子供たちにかき

氷を提供したり、子供たちが野球に親しむ様子を

会員のみなさんにも見学いただく予定です。 

委員会報告  

納涼例会について 波多江崇史 親睦活動委員長 

8 月 25 日（土）に尾張旭 RC 

       との合同納涼大会を開催します。 

       本日時点での出席予定者数は、尾 

張旭 RC が 9 名、伊那 RC は会員 

が 32 名、ご家族が 4 名です。 

アトラクションは飯島瀬里香さんという伊那

市出身のチェリストの方をお招きして、クラッシ

ックなひとときをお楽しみいただく予定です。 

○8 月号「友」の紹介 原 義美副会長 

横組み P7~P15 会員増強に成 

功する 10 ヶ条紹介 1.クラブの 

長所を全てリストにする。2.入会 

候補者のリストを管理する。3. 

クラブの強みを知る。4.会員増強

をクラブの最優先事項にする。5.行く先々でロー

タリーについて話す。6.会員の責任をリストにす

る。7.ゴールは無いことを認識する。8.入会式を

お祝いする。9.粘り強く声を掛け続ける。10.精

力的に行動する。 

P16～P21 会員増強・維持の理由について 6

名の女性ロータリアンの記事を掲載しています。 

P24～P27 特集「全国ロータリークラブ野球大

会」35 回続く。 

P45 ロータリーデーを開催しよう。開催のﾋﾝﾄ。 

縦組み P4～P8 第 2540 地区 地区大会記念講

演でアサヒグループホールディングス㈱会長 

泉谷直木氏の「変化をチャンスに」と題し、「10

のチャレンジポイント」と「10 のチェックポイ

ント」について講演文。 

P9～P12 クラブ訪問で横浜西 RC の創立 60 周

年の記事 

P18～P19 サプリメントの利用法 

出 席 報 告 会員数 57名 内出席免除 20名 

長欠 2名 出席者 32名 事前メーキャップ 1名  

出席率 75.00％ 前々回 82.60％変更無し。 

ニコニコボックス 

立石 誠・赤羽弘之 8/11 南信ダイヤモンドフ 

ェスティバルにご参加宜しくお願い致します。 

三澤清美 先日の夫岩視の葬儀に際しまして多 

くの皆様から御芳情を賜り有難 

く厚く御礼申し上げます。 

塚越 寛 かんてんぱぱ 60 周年と 

吉沢理事長を歓迎して。 

藤澤秀敬 地区大会のご案内を関係先に発送し

ました。10 月 13 日、14 日は皆さんに大変お

世話になります。よろしくお願いします。 

小林旬子 27 日早朝、当方のビル 

火災との放送。第 1 ビルの通路 

の枕木が燃え、近くの方がバケツ 

の水で消してくれ、大事に至ら 

ず済みました。 

小林旬子 今年創業 40 年になります。伊那祭り

に記念の花火を上げさせていただきます。 

荒木康雄 本日のクラブフォーラムで会員増

強・拡大をさせて頂きます。 

原田和愛 7/24 に㈱テーケー第 4 工場が落成し

ました。 

在籍祝 原 義美・唐澤幸利 

ラッキー賞 下枝正一・向山賢悟・平出吉範・宮

下光一・中川博司・松下正博・唐木 章 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム 会員増強・新クラブ結成推

進月間 荒木 康雄 会員増強委員長 

先週、伊藤ガバナーからお話し 

があったとおり、2020 年に日本 

のロータリークラブ創立 100 周 

年を迎えます。2020 年までに 

2600 地区の会員数を 2020 人に

すべく、特に会員拡大については皆様にお願いし

たいという伊藤ガバナーのお話しでした。地区と

しては各グループ純増 10 名が目標になっていま

す。上伊那は 5 クラブありますので 1 クラブあ

たり 2 名の目標ということになりますが、今年の

会員増強委員会の目標は、4 名の純増を目指して

おりますのでぜひみなさまのご協力をお願いい

たします。 


