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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 

健康タイム 講師 三澤清美会員 

会 長 談 話  

久しぶりに恵みの雨が降りました。 

ほっと一息ついたところであります。 

昨日、垣内ガバナー補佐の招集で上 

伊那グループのパストガバナー補佐、会長幹事合同会

議が辰野で開催されました。今年度の総括と懇親が目

的で、それぞれのクラブの状況など報告がありました

が、すでに最終例会を終えたクラブもあり、皆さん一

様に達成感とまでは言いませんが安堵感漂う表情、様

子でありました。垣内G補佐から、上伊那グループ合

計で会員増強 20 名ほどとなり原ガバナーの目標とし

た各グループ 10 名の純増をクリアーしたこと、財団

寄付についても大きな成果があったことなどの報告が

ありました。伊那RC は勝山会員と期末での退会が 2

人（池上昭雄会員、矢島充博会員）あり、入会者8名

でしたので、数字の上では純増5名ということになり

ます。八十二銀行の新支店長は7月に入っての入会で

す。実質6名の増強でありました。伊那中央RCは7

名の増強ということであります。30周年を皆で団結し

て実施成功させ、クラブ内の盛り上がりはかなりであ

ります。伊那RC も 3 年後の 60 周年に向けて一致協

力負けないよう頑張ってまいりましょう。 

会議の後、今年は蛍が近年稀にみる大発生したので、

是非にも見て行って欲しいとのことで、雨がほぼ上が

りましたので皆で揃って散策しました。私は 10 年ぶ

りくらいでしたが以前に見た時とは大違い、遊歩道が

整備されていますし、蛍がたくさん飛び交っていまし

た。雨が上がった直後でそれでも今日は少ないとのこ

とでありました。今週末まだすごいのが見えそうです。

辰野RC河手会長の川柳がなかなかでした。 

「お二人さん、そっちに蛍はいませんよ」 

「辰野町蛍はたくさん暗い街」 

 皆さんに大事なお知らせご相談があります。すでに

次の次、二年後の地区ガバナーに駒ヶ根RCの伊藤雅

基さんが決定しているところですが、先日地区大会ホ

ストの要請が正式にありました。事務局に伊藤ノミニ

ーと増澤地区幹事予定者が挨拶に来られ、私と平澤幹

事、立石エレクトと一緒にお話を伺いました。 

今年は長野RC の関G エレクト、長野での開催です。

もうその次、来年の秋の地区大会となります。駒ヶ根

の伊藤エレクトが決まったのが遅かったのでこの時期

あわてているところですが、是非とも上伊那で開催し

たいとのことであり、伊那RC以外頼めないというこ

とでした。中川年度の地区大会は駒ヶ根に引き受けて

いただきました。当時駒ヶ根 RC は同じ年に 55 周年

も、グループの IM も開催した忙しい年でした。昨日

は唐澤亨さん、塩澤崇さんも来ていました。 

 本日、例会後現次期合同の理事会がありますのでそ

の席でご説明し、ご了解がいただければその後の段取

りは立石年度に早急に進めていただくことになります。

（最後に難題が発生です、よろしくお願いします。） 

退 会 挨 拶 八十二銀行伊那支店長 矢島充博様 

このたびの異動で長野の本店の 

支店支援部に行くことになりました。 

伊那には以前勤務していたこともあ 

り、また辰野に自宅があることから、 

2年前に伊那支店に転勤してきた時 

は本当に嬉しく、そしてこの2年間は人に恵まれやり

がいのある仕事をさせていただくことができました。

ありがとうございました。 

幹 事 報 告  

1．諏訪ロータリークラブより、創立60周年記念式典

出席の御礼状が参りました。 

2．5月の理事会において、当クラブの2017-18年度

ＷＥＥＫＬＹ 2016 － 2017  



RLI 受講者は 唐木 章会員に決定しました。 

3．地区事務所より、2017-18 年度 RLI Part 

Ⅰ開催の案内が参りました。 

日時：2017 年 7 月 30 日（日）9：00～登録 

場所：塩尻市市民交流センター 

持ち物：参加料 4,000 円、名刺 

4．国際ロータリーより、ロータリーレート変更

について参りました。 

RI 理事会は 6 月の理事会会合で、ロータリー

為替レートの方針変更を承認しました。この変

更は、米国の会計原則に適切に沿うことを目的

としたものです。 

変更内容：ロータリーの為替レートは、市場為

替レートにおける最低 3％の変動がなくとも、

変更されることとなります。その結果、ロータ

リーの為替レートはほぼ毎月変更されること

が予想されます。My ROTARY の会員用ダッ

シュボードにロータリー為替レートへのリン

クを追加しました。今後も、新たな月が始まる

5 日前にロータリー為替レートを公表し、My 

ROTARY の為替レートのページに表示いたし

ます。 

 

☆お知らせ 

・第 58年度 1期分会費 55,000円、ゴルフ部年会

費 12,000 円及びロータリー財団寄付金 2,500

円（年間 1 万円寄付、分割支払いの方）を 7

月 10 日頃銀行口座より引き落とさせて頂きま

すので宜しくお願い致します。 

・第 58期事業計画を本日中に提出してください。 

・第 57期事業報告を 29日（木）までに提出して

ください。 

・第 58 期クラブ計画書作成のため、名簿に変更

のある方は 7月 6日（木）までに事務局までご

連絡をお願いします。 

出 席 報 告 会員数 58名 内出席免除 18名  

長欠 1名 出席者 35名 事前メーキャップ 11 

名 出席率 92.00％ 前々回 100.00％変更なし。 

ニコニコボックス  

矢島充博 大変残念ですが、伊那支店長をお役御

免となってしまいました。新任地は長野の本部

内となりますが、「かごの鳥」ですので、是非

お声を掛けてください。皆様本当に良くして下

さり、ありがとうございました。 

藤澤秀敬、平澤泰斗 6/20 インフォーマルミー

ティングで新会員の皆さんと懇談しました。 

6/21 辰野で上伊那グループ合同会議があり

参加しました。ホタルが綺麗でした。 

小林孝行 辰野でグループパストガバナー補佐、

会長、幹事会があり、たっぷり頂いてきました。 

清水紀光 今年のバラは近年になく花つきも良

く見事に咲いてくれました。 

山田 益 6/10～11 アトランタにて国際大会に

参加して来ました。 

在籍祝 荒木康雄、中村和之 

6 月ゴルフコンペ 優勝 松崎敏彦、準優勝 下

枝正一、1 位 矢島充博、2 位 橋爪利行、3

位 竹腰哲夫 

ラッキー賞 荒木康雄、平澤泰斗、小河節郎、神

山公秀、宮下金俊、高田 充、原 義美 

 

 

 

 

 

 

 

地区役員・委員活動報告  

中川博司パストガバナー 

2014-15 年度にガバナーを務め、 

その後もたくさんの役をいただき、 

地区諮問委員、地区指名委員会委員、地区研修委

員、意義ある業績・ガバナー賞副委員長、青少年

育成基金カウンセラー、青少年奉仕委員会カウン

セラーと 6 つあります。中でも青少年奉仕委員会

カウンセラーが最も出番が多く、来年はさらに出

番が増えるので精査をしていかなくてはならな

いと考えています。 

今年の RI テーマはジョン・Ｆ・ジャーム会長の

「人類に奉仕する」、地区テーマは原拓男ガバナ

ーの「Basic and New!」でした。トピックだけ

お話すると、今年は財団設立 100 周年でした。

地区事務所でガバナー事務所、ガバナーエレクト

事務所が本格稼働しました。会員増強に効果が見

られ、2016 年スタート時の会員数 1958 名に対

し、2017 年 4 月末で 2013 名です。財団寄付は

全クラブ平均で一人＄160 のところ伊那は＄275。



また寄付ゼロクラブはなくなりました。米山寄付

は 4 月末時点で、全クラブ平均で、一人 12,051

円で目標 20,000 円に届いていません。ロータリ

ーの規定改定により各クラブで次年度改定に向

けて審議が始まりました。 

次年度も引き続きご支援よろしくお願い致し

ます。 

藤澤秀敬 国際大会推進委員会委員 

この委員会は直近 3 年間の地区幹事が構成し、

当年度の地区幹事が委員長を務めています。アト

ランタの大会の様子は先週の会長談話でご報告

のとおりですし、RI のホームページ、それから

各自の My Rotary からも見ることができます。 

世界各地から 2 万人以上のロータリアン、ファ

ミリーが参加し盛大に開催されました。 

アトランタ国際大会への 2600地区の参加状況

についてでありますが、原ガバナー、越石幹事を

はじめ佐久 RC から 8 名、関エレクトご夫妻、松

本 RC から 2 名、箕輪 RC から 9 名、塩尻 RC か

ら 2 名、下伊那グループから 6 名、そして伊那

RC から山田益会員と私が参加で、合計 30 名程

の参加のようです。 

松下正博 地区米山記念奨学委員会委員 

2600 地区の指定校から書類が年 

末に届き、年末年始の休みを利用 

して読むところから始まりました。 

今年は 17 名の推薦がありました 

が、枠が 14 名でしたので選考会を実施し、面接

や論文などを評価して合格者を決定しました。そ

して、合格者の世話クラブをガバナーが決定しま

した。 

3 月に卒業生の送別会を実施し、5 月には新し

い奨学生の歓迎会を行いました。 

米山寄付の原則は 3 万円以上となっておりま

すが、1 万円でも 5 千円でも結構です。と言いま

すのは 2600地区の寄付の総額で翌年の奨学生の

枠が決まるからです。ぜひ、多くの方のご協力を

お願いします。 

伊那 RC の奨学生だったアルズグリさんは学

校を卒業し、現在、松本の自動車販売会社で働い

ております。夏の納涼大会に招待し、親睦を深め

たいと考えております。 

中村和之 地区ローターアクト委員会委員 

今年のテーマは「一致団結」ということで取り

組んでまいりました。インターネットの普及によ

りつながりが薄れてきたという 

危機感から、この「一致団結」と 

いうテーマになりました。 

毎年海外研修に行っておりまし 

たが、今年は熊本での被災地研修となりました。

また、ごみ収集奉仕活動も実施しております。 

地区年次大会で各クラブの活動の発表があり

ましたが、伊那 RAC の活動は活発であり、特に

HP の開設は先進的な取り組みとして評価され

ています。 

地区内に 7 つのローターアクトクラブがあり

ますが、会員は各クラブ 4 名から 9 名と大変少

数です。伊那ローターアクトクラブは現在 7 名で

すが、3 名卒業し、1 名補充される予定です。少

数ですが、頑張って活動しており、出席率はほぼ

100％に近く大変すばらしい活動をしておりま

す。 


