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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 藤澤秀敬 幹事 平澤泰斗 会報委員長 唐木 章 第２７６０回例会 2016.11.17 No.1423

Rotary Serving Humanity
人類に奉仕するロータリー
2016-17 年度 RI 会長テーマ

ソ ン グ 我らの生業

取り戻したいとお願いしました。おかげさまで、新会

四つのテスト 三澤清美職業・社会奉仕委員

員に関しては有望な皆様が仲間に加わり、女性もお一

会長談話

人入会いただきました。立石会長エレクトが安心して

たった今、かんてんぱぱガ

次期を運営できますよう、今期中にあと 4、5 人の新

ーデン西ホールで第 2610 地

会員入会を目指してまいりたいと思っています。よろ

区の富山西 RC の皆さんとお

しくお願いします。

会いして参りました。職場

もう一つ、
「安心してください」と申し上げながら、

訪問例会として伊那食品さん

お願いがあります。本日のクラブフォーラムで、下枝

を訪れ、塚越会長の講演がは

富山西 RC 五十嵐靖郎

国際奉仕・財団委員長から詳しく説明がありますが。

じまる前にバナー交換をさせ

会長と藤澤会長

今年はロータリー財団創立 100 周年であり、先週の原

ていただきました。

ガバナーのお話にもありましたが、それにちなんだ要

大相撲 11 月場所が始まっています。長野県出身の

請を受けています。クラブの重点目標の一つにもなっ

御嶽海の戦績は、ご承知の通り昨日まで 1 勝 3 敗。横

ていますので、多くの皆さんに財団、米山へ寄付のご

綱・大関・幕内上位陣と総当たりで厳しい位置ながら、

協力をお願いいたします。

琴奨菊から白星をもぎ取って１つ勝ちました。今年の

誕 生 祝 小坂栄一・池上昭雄・三澤清美・山田

春、大きな体の対戦相手に明らかに威圧され、なすす

益・小松献臣

べなく負けていたのと比べて、大きな成長を見て取れ

・中村和之・

ます。今場所勝ち越すことが出来れば、ますます面白

松崎敏彦・

くなります。期待しております。

山崎秀亮

さて、私がクラブの会長となって最初の 7 月の例会
で、今期の伊那クラブのテーマと重点目標を申し上げ
ました。テーマは「元気なクラブを目指そう」

結婚記念日祝 塚越 寛・

重点目標は5 つ①楽しく活気ある例会にしよう②若手

原 義美・宮下 裕・大澤

の入会を働きかけよう③地域と海外の奉仕活動に取り

一郎・唐木一平・平澤泰斗

組もう④財団100年にふさわしい活動をしよう⑤広報

・荒木康雄

活動を推進しよう であります。
そしてこの数年間、伊那クラブは地区の運営、行事

在 籍 祝 小坂栄一(49)

などで忙しかったのですが、
「安心してください、今年

・登内五昭(24)・池上昭雄

は大きな行事の無い年です」と申し上げました。皆さ

18)・清水紀光(12)・川合

んから「いいね！」というような感じの反応をいただ

博(6)

きました。
そして創立 60 周年を充実して迎えるため、今年は
若手の入会を積極的に推進し、若い力を注入、活気を

幹事報告
1．大澤一郎会員旭日雙光章受章祝賀会について

日時：2016 年 11 月 24 日（木）18：00～

出席率 63.04％ 前々回 85.11％変更なし。

時間を変更しました。

ニコニコボックス

場所：だるま

藤澤秀敬 本日第 2610 地区富山西 RC が伊那食品

会費：5,000 円（当日集金します。
）

工業さんへ職場訪問例会に来ています。塚越会

2．東日観光㈱より、2017 年国際ロータリー年次
大会（アトランタ大会）参加旅行募集案内が参
りました。

た。
藤澤秀敬 伊那法人会で「税を考える週間」の協

3．伊那 RAC 例会のお知らせ

賛事業として、三遊亭多歌介師匠の講演会落語

11 月 24 日（木）19：30～ クラブ事務所 内
容「ローターアクトクラブのことを発信しよう
③～HP～」例会（出席当番）川合

博、小林

旬子、宮下金俊
委員会報告

長の講演の前にバナーの交換をして参りまし

を行いました。大盛況でした。
下枝正一・藤澤秀敬 今月はロータリー財団月間
です。
在籍祝 小坂栄一・清水紀光

11 月号「友」の紹介

10 月ゴルフコンペ入賞 原

義美・清水紀光

清水紀光情報・プログラム副委員長

合同ゴルフコンペ入賞 矢島充博・藤澤秀敬

横書き P7～「難民にシェルター

11 月ゴルフコンペ入賞

を」シェルター支援を最も必要と
している地域は、サハラ以南のアフリカおよび中
東・北アフリカです。150 万円あれば 5 人家族用

小坂樫男・清水紀光・

藤澤秀敬・松崎敏彦・中山一郎
ラッキー賞 藤澤秀敬・原

義美・松崎敏彦・

小坂樫男・竹腰哲夫・唐澤幸利・小林旬子

のテントを 25 張届けることができる。キャンペ
ーンへのご協力を重ねてお願い申し上げる。
P12～「日本のポリオ」1950 年には、3213 人（死
亡 775 人）と全国的に広がった。生ポリオワク
チンの接種により 1981 年以降ポリオウィルスは
検出されていないため、ポリオは根絶されたと考
え 2000 年に WHO へ報告した。120 万人以上の
ロータリアンにより 13 億ドル以上の寄付をし、
125 カ国の 25 億人以上の子供に支援を行い、素

クラブフォーラム

晴らしい功績をあげた。

下枝正一国際奉仕・財団委員長

縦書き P4～ オープンマインドを現代に活かす

財団・米山

国際ロータリー会長のメッセー

小泉八雲、本名ラフカディオ・ハーンのオープ

ジと月信 11 月号地区ロータリー

ンマインドについて記してある。ハーンは、進

財団委員長からのメッセージを紹介。

化論も受け入れたし、日本にきて日本の精神性

地区方針の一人 150 ドル寄付のお願い（ポリ

を理解し、オープンマインドである。21 世紀の

オプラス寄付と平和センター寄付を除く）。会員

共生の時代を実現するためには一番大事な精神

51 名で約 7700 ドル。現在のレートは 102 円で

性の一つではないか。八雲の五感力を子供たち

約 80 万円の寄付が必要です。3 年先の地区補助

に伝えたいと筆者は強く感じている。

金に確保されます。

P13

ホーム例会 1000 回皆勤達成に寄せて

ロータリー財団の寄付は、毎年何人かの方に

福岡平成 RC の創立会員として、第 1 例会から

1000 ドルの寄付をお願いしていますが、今年度

23 年かけて例会 1000 回皆勤達成の表彰授与。

は会長の方針で、クラブポイントを使用し（500

受賞者によると例会出席は、
「義務」ではなく「権

ポイント）
、寄付負担を一人 500 ドルにして多く

利」だと言う。それぞれの分野で活躍する会員

の方のご協力をお願いしたいと思います。米山奨

と歓談することができる。多種多彩なゲストを

学会への寄付もお願いします。また、「ロータリ

招き、刺激的な卓話を聴く機会を得られる。

ー財団毎年 10,000 円寄付」についても現在 26

出 席 報 告

名の会員が登録されています。40 名を目指した

会員数 56 名

内出席免除 18 名

長欠 1 名 出席者 26 名 事前メーキャップ 3 名

いのでご協力をお願いします。

