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2017-18年度RIテーマ 

ROTARY： 

MAKING A 

DIFFERENCE 

ソ ン グ 我らの生業 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ･ｹﾞｽﾄ紹介  

箕輪RC 会長 藤澤久美子様 幹事 山本 勲様 

伊那中央RC 会長 唐澤敏治様 幹事 市川満貞様 

会 長 談 話  

関ガバナーからのメッセージ 

2017-2018の2600地区方針は、 

「UPDATE MY CLUB」です。 

2017-2018年度のRIテーマは、 

ROTARY：MAKING A DIFERENCE（ロータリー： 

変化をもたらす）ということです。これは、自分自身

や自分たちのクラブを「アップデート」しようと読み

かえたらどうかと考えました。ロータリーも社会の変

化に即した組織になっていかなければ、生き残ること

はできなくなります。自分たちのクラブの実情を理解

し、この先どのように活動していけばよいのか、につ

いて真剣に考えなければなりません。「アップデート」

こそが、私たちのロータリーの「変化」のはじまりだ

と思うのです。 

これを受けて伊那RCの行動方針は「わ」と考えて

おります。和でも輪でも大事にして取り組みたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

ご 挨 拶 箕輪RC 藤澤久美子会長 

新規会員2名の目標であるが、山 

口健雄会員の箕輪RC移籍について 

快く送り出していただき、感謝申し 

上げる。1名達成できた。 

平澤泰斗会員から木下駅の清掃の声をかけてもらい

これから取り組む。皆さまにお世話になっているが、

1年間よろしくお願いしたい。 

箕輪RC山本 勲副幹事 

幹事の北澤が参加できずに代理参 

加させていただいた。ロータリーク 

ラブの楽しさがわかってきたところであり、100%の

参加を目指したい。IM を箕輪で計画するので、よろ

しくお願いしたい。 

伊那中央RC 唐澤敏治会長 

4月30日に創立30周年式典を盛 

大に行うことができ、ありがとうご 

ざいました。18日に2名の新会員を 

迎えて47名になった。若さとバイタ 

リティーのあるクラブ活動を目指したい。山田社長が

伊那 RC でお世話になっており、御礼申し上げる。1

年間よろしくお願いしたい。 

伊那中央RC 市川満貞幹事 

伊那タクシーに属している。急激 

に会員が増えており、4年前に入会 

したが、古い順に並べると真ん中と 

なってしまった。4年間に20名以上 

増えた。若い皆さんには週1回の例会が負担になる可

能性もあり、考える必要を感じている。お世話になる

がよろしくお願いしたい。 

幹 事 報 告 

1．地区事務所より、ガバナーエレクト、ガバナーノ

ミニー決定宣言が参りました。 

ガバナーエレクト 伊藤雅基様（駒ヶ根RC） 

ガバナーノミニー 古川静男様（松本西南RC） 

2．国際ロータリー日本事務局より、2016-17年度「年

次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせ。 

3．米山記念奨学会より、2017年度上期普通寄付金納

入のお願い。送金時期：2017年7月～8月末まで 

4．米山記念奨学会より、達成クラブ表彰のお知らせ。 

表彰年月 2017年6月30日 

表彰名称 6000万円達成クラブ 

感謝状は8月下旬頃ガバナー事務所に送付され、地

区大会で表彰されます。 
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5．米山記念奨学会より、「ロータリー米山記念奨

学会 50 年のあゆみ」発刊のお知らせ。 

6 月末に刊行 限定 3,500 部、1 冊 1,800 円（送

料込み） 

6．上田東 RC より、第 29 回 RYLA 開催の案内。 

開催日：2017 年 9 月 23 日（土）、24 日（日） 

開催場所：菅平イナリールホテル 

申込み締切：8 月 18 日（金） 

大会テーマ：「何かを変えれば、何かが変わる、

未来を変える」 

参加対象者：青年（20～30 歳位 男女）55 名 

公募参加、推薦参加（ご推薦をお願いします）、 

関係団体（ローターアクト）、ロータリアン

（各クラブ 1 名以上の登録） 

協賛金：各クラブ 1,000 円×7/1 現在の人数 

登録料：RYLA 参加の青年は無料、ロータリア 

ン 1 名あたり 1 万円 

7．尾張旭 RC、辰野 RC より、クラブ計画書。 

8．「ハイライトよねやま 208」、箕輪 RC 週報、

上田東 RC 週報 

☆お知らせ 

・次週 20 日（木）は休会（規定による休会）で

す。お間違いのないようお願いします。 

出 席 報 告 会員数 56名 内出席免除 20名  

長欠 1名 出席者 33名 事前メーキャップ 8名  

出席率 91.11％ 前々回 72.35％変更なし。 

ニコニコボックス 

立石 誠・平出吉範 箕輪 RC、伊那中央 RC 会

長、幹事様ようこそお越しくださいました。 

藤澤秀敬 伊那中央 RC、箕輪 RC の皆様歓迎致

します。 

第 58 期役員・理事就任 藤澤洋二、竹腰哲夫 

在籍祝 唐木一平、赤羽弘之 

臨 時 総 会  

委員会構成・行事予定の変更について 

立石会長より「委員会構成表」（変更案）およ

び「クラブ行事予定表」（変更案）の説明と承認 

委員会事業計画発表 

青少年奉仕委員会 中山一郎委員長 

内容は例年通り。伊那 RAC 例 

会の出席の協力とニコニコボック 

スへ 1000 円を協力してほしい。 

伊那ロータリー杯、タカトオコヒ 

ガンザクラ植樹例会に協力する。 

 

クラブ管理運営委員会 竹腰哲夫委員長 

 出席率向上、ニコボックスへの 

協力をお願いします。無断欠席が 

無いよう出欠連絡の徹底を図る。 

会員の情報収集を図る。 

クラブ会報委員会 宮下金俊委員長 

 会報を翌週の例会までに発行す 

る。クラブの活動をマスメディア 

に働きかけ、市民の皆さんにロー 

タリーの活動を理解してもらえる 

よう広報する。 

会員増強委員会 藤澤洋二委員長 

 会員 4 名の純増を目標とする。 

全会員の協力を得て候補者を選定 

し、担当を決め、勧誘する。8/3 

クラブフォーラムで理解を深め増 

強につなげる。 

親睦活動委員会 松下正博委員長 

 会員ならびに家族の皆さんとの 

親睦と連帯を深めるために、家族 

会を計画する。多数参加していた 

だけるよう内容の充実に努力する。 

納涼大会、年末家族会、観桜会を 

企画する。 

情報・プログラム委員会 平澤泰斗副委員長 

 意義のある情報や、学びの多い 

例会にするため卓話を充実させる。 

IGM は 2 回実施する。その他会 

員卓話、新入会員の入会説明会、 

インフォーマルミーティングを開 

催する。 

国際奉仕・財団委員会 山田 益委員長 

 ロータリー財団第２世紀初年度。 

寄付の協力をお願いします。 

タカトオコヒガンザクラ植樹例 

会に協力する。 

職業・社会奉仕委員会 唐木一平副委員長 

 3/18 地区補助金事業の「タカト 

オコヒガンザクラ植樹例会」を委 

員会で主催する。その他は職場例 

会の実施。高等学校の課外授業へ 

講師を派遣する。ボーイスカウト 

野営場の植樹および雑木除去を行う。 

 


