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2017-18年度RIテーマ 

ROTARY： 

MAKING A 

DIFFERENCE 

ソ ン グ 君が代 奉仕の理想 

四つのテスト 平出吉範幹事 

新 任 式  

1.バッジ引継ぎ 

2.記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

3.会長挨拶 立石 誠会長 

 本日より、 

第58期の会 

長を担います。 

会員皆様の協 

力の下、１年 

間元気に務め 

ますのでご協力、節に宜しくお願いします。 

4．会長エレクト挨拶 清水紀光会長エレクト 

 経験も浅く、まだまだ未熟ですが、 

この１年間は確りと勉強します。 

また、地区大会開催が次年度内定 

していますので、万全を尽くします。 

5.副会長挨拶 橋爪利行副会長 

 気楽な副会長職と思っていました 

が、私の役目は手綱を引いたり、緩 

めたりしながら楽しく１年間務めます。 

6.幹事挨拶 平出吉範幹事 

 第58期の幹事として、立石会長を 

確りと盛り立て、職務に精励します。 

7.委員長代表挨拶 

 山田 益国際奉仕・財団委員長  

私としては、久し振りの役員にな 

ります。緊張感を持ち、活動します。 

        

       SAA 三澤清美会員 

 

 

 

会 長 談 話  

会長として、本日初めての会長談 

話になります。 

私はこの20年間は仲間達と楽しく、 

また遊ぶ機会が多く、少しばかりいい加減に暮らして

来ました。果たして会長職が務まるのかと迷いました。 

RIライズリー会長は「ロータリー・変化をもたらす」

をRIテーマとしました。また、RI2600地区 関邦則

ガバナーは「UPDATE MY CLUB」を地区方針とし

ました。私の好きな言葉は3つ有ります。一つ目は「和」、

二つ目は「感謝」、三つ目は「GOING MY WAY」で

す。そこで、第 58 期のクラブ方針は「和をもって」

やっていこうとしました。私は「和」を尊重して、ロ

ータリーライフを十分味わって楽しみます。宜しくお

願いします。 

誕 生 祝  

唐木一平  

岩附 宏 

藤澤秀敬 

赤羽弘之 

矢島勇 

波多江崇史 

結婚記念日祝 波多江崇史 

在 籍 祝 橋爪利行(39)・中山一郎 

(30)・唐木一平(16)・赤羽弘之(11)・ 

遠藤和夫(6)・宮澤弘明(1)・小松献臣(1)  
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幹 事 報 告  

1．池上昭雄会員が 6 月 30 日付け 

で退会されました。 

2．地区事務所より、地区災害対策 

義捐金納入のお願いが参りました。 

金額：7 月 1 日の会員数×1,000 円 

納入期限：2017 年 7 月 31 日 

3．2016-17 年度上伊那グループガバナー補佐垣

内章雄様より、任期終了の御挨拶が参りました。 

4．地区事務所より、2017-18 年度地区補助金申

請承認のご連絡が参りました。 

補助金額＄3,075 

5．地区事務所より、地区補助金説明会のご案内

が参りました。 

日時：7 月 30 日（日）14：00～16：00 予定 

場所：松本大学 2 号館 

持ち物：R 財団地区補助金マニュアル本編 

Ver.6、資料編 Ver.6 

6．地区事務所より、「ダメ。ゼッタイ。」普及運

動用資材および国連支援募金活動のお願いが

参りました。募金は 11 月 30 日まで。 

7．地区 RAC より、第 40 回アクターミーティン

グご協力の御礼状と報告書が参りました。 

8．新年度他クラブの会長・幹事のお知らせ。 

辰野 RC 会長桑澤正子様 幹事松井孝芳様 

箕輪RC 会長藤澤久美子様 幹事北澤宗則様 

伊那中央 RC 会長唐澤敏治様 幹事市川満貞様 

尾張旭 RC 会長西尾輝久様 幹事菊田利昭様 

伊那 RAC 会長奥田 勇様 幹事宮澤大雅様 

9．新年度同好会役員が決定しました。 

ゴルフ部部長松崎敏彦 幹事宮澤弘明 

ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ部 幹事 唐木一平 

淡交会 会長 小坂樫男 

天狗会 会長 神山公秀 

10．他クラブ例会変更のお知らせ 

辰野 RC：7 月 26 日（水）夜間例会 

伊那中央 RC：7 月 18 日（火）18：30～  

委員会報告 7 月「友」の紹介 橋爪利行副会長 

横書き P3 「友」の今年度の新たなる編集目標 

6 点について重点的に編集を変更 

する。 

P7 RI 会長イアン H.S.ライズリ 

ーの言葉 

P19 今年度の RI テーマ「ロータリー：変化を 

もたらす」の解説。 

P29 2600 地区 関ガバナーのプロフィール 

P40  30 人未満のクラブの記述 

縦書き P4～ 減塩と健康寿命 健康寿命と平均 

寿命の差が要介護の期間。塩分の取り過ぎは万病 

の元。 

P21 辰野 RC 直前会長河手欣哉氏の川柳 

出 席 報 告 会員数 56名 内出席免除 20名  

長欠 1名 出席者 32名 事前メーキャップ 4名  

出席率 78.26％ 前々回 92.00％変更なし。 

ニコニコボックス 

立石誠、平出吉範 本年度宜しくお願い致します。 

原 敬明 新製版工場が竣工致しました。 

中村和之 御無沙汰しております。 

第 57 期役員・理事退任 荒木康雄、原 敬明 

第 58 期役員・理事就任 立石 誠、清水紀光、

橋爪利行、平出吉範、唐木 章、三澤清美、宮

下金俊、松下正博、山田 益、中山一郎、藤澤

秀敬 

在籍祝 宮澤弘明、遠藤和夫、中山一郎、橋爪利

行、小松献臣 

ラッキー賞 小林孝行、矢島 勇、小松献臣、中

山一郎、中村和之、鈴木多門、原 義美 

 

 

 

 

 

 

総  会  

1．名誉会員の承認 

 伊那市長白鳥孝様 南箕輪村長唐木一直様 

 宮田村長小田切康彦様 伊那商工会議所会頭 

 川上健夫様 

2．監査人の承認 

 鈴木多門会員 

下枝正一会員 

3．委員会構成・ 

行事予定発表 

全て承認されました。 


