
ソ ン グ 我等の生業 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介 東京南RC 兎束 俊之様 

会 長 談 話  

残りの例会が1回となりました。 

嬉しく思います。サッカーもワール 

ドカップ予選の1試合目が行われ、 

2：1で勝利したことに感激してい 

る。日曜日には、次の試合が行われ 

るので、それまでは勝利を収めた話題で盛り上がって

良いと思う。 

2018-19年度地区補助金申請事業が、RIで承認され

ました。南信ダイヤモンドフェスティバルで使う予定

です。 

伊那食品工業さまが 60 周年を迎えたとのことで、

おめでとうございます。写真で綴る 60 年史を拝見し

て、懐かしい写真がたくさんあった。 

入 会 式 日本通運㈱伊那支店長 笠井俊朗様 

（紹介者 藤澤洋二会員） 

 出身新潟県、生年月日昭和39年 

10月27日53歳。ご家族奥様と3 

人のお子さん。現在家族が新潟、東 

京、仙台、長野の4県に分かれての 

生活。 宜しくお願い致します。 

合資会社青山専務 唐木 拓様 

（紹介者 山崎秀亮会員） 

 住居：伊那市西町、生年月日昭和 

53年8月10日39歳。奥様と3人の 

お子さん。行動力があり伊那ロータ 

リークラブで活躍してくれる。 

伊那青年会議所の会員でもありま 

す。39歳で早いですが今回入会させてもらうことにな

りました。 

㈱城取建設設計事務所代表取締役 城取健太様 

（紹介者 宮下光一会員） 

住居：南箕輪村、生年月日昭和 48年 12月 21日 45

歳。奥様と2人のお子さん。 

45歳になった。伊那中央RCやラ 

イオンズなどからのお誘いがあった 

が伊那RCに入会させてもらうこと 

になった。よろしくお願いします。 

退 会 挨 拶 

中部電力㈱伊那営業所長 宮澤弘明様 

2年間お世話になりました。ゴル 

フ部の幹事も担当させてもらい、な 

んとか完遂でき、ご協力に感謝して 

おります。 

八十二銀行 伊那支店長 酒向邦明様 

1年間でしたが、お世話になりま 

した。今回、千曲市にあるエムケー 

精工に出向させてもらう。洗車機や 

パン焼き器がメイン製品である。上 

田に住む予定、北信方面にお越しの 

際には顔を出していただきたい。 

幹 事 報 告  

1．新会員の職業分類と所属委員会 

笠井俊朗会員 

＜職業分類＞運送業＜所属委員会＞親睦活動委員会 

唐木 拓会員 

＜〃＞不動産賃貸＜〃＞クラブ管理運営委員会 

城取健太会員 

＜〃＞建築設計＜〃＞クラブ会報委員会 

2．地区財団委員長より、2018-19年度地区補助金申請

書承認のご連絡が参りました。 

当クラブの補助金額は＄1,000 です。 

☆お知らせ 

・第 59 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。 
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委員会報告 マレットゴルフ部 唐木一平部長 

久々にマレットゴルフ大会を行 

います。同伴の方も大歓迎です。 

是非お出かけいただきたい。 

 

出 席 報 告 会員数 56名 内出席免除 20名 

長欠 1名 出席者 30名 事前メーキャップ 0名 

出席率 65.21％ 前々回 100％変更なし。 

ニコニコボックス 

立石 誠 笠井さん、唐木さん、城取さんご入会

ありがとうございます。 

笠井俊朗、唐木 拓、城取健太 新入会員です。

宜しくお願い致します。 

藤澤洋二 新入会員の日本通運の笠井支店長さ

んをご紹介させていただきます。 

宮澤弘明 伝統ある伊那 RCで 2年間お世話にな

り幸せでした。大変ありがとうございました。 

酒向邦明 一年間という短い間でしたが、皆様に

は本当にお世話になり、ありがとうございまし

た。 

塚越 寛 6月 18日が当社の創立 

記念日です。お蔭様で 60周年を 

迎える事が出来ました。 

小林孝行 お蔭様で小林プレス 20 

年信州ウェイスト 30年合わせて 

50年、周年事業を開く事が出来 

ました。これからも宜しくお願 

いします。 

松下正博 夏野菜が取れ始めました。 

小松献臣 先日のゴルフ部総会、日にちを間違え

て無断欠席となってしまい、誠に申し訳ありま

せんでした。今後気を付けます。 

ゴルフ部年間表彰 優勝 橋爪利行、準優勝 竹

腰哲夫、第 2位 小林孝行、第 3位 宮澤弘明 

地区大会について 平澤泰斗地区大会幹事  

地区大会企画の資料に基づき説明 

10月 12日（金）リハーサル、13日 

（土）14日（日）のスケジュール。 

記念講演、エクスカーション、アト 

ラクション等について。 

地区役員・委員活動報告 

松下正博地区米山奨学委員 

・10月 14日の地区大会の時、奨 

学生と学友会メンバーとで長野 

市戸隠神社の旅館に宿泊し、大懇親会を行いま

した。 

・12 月、県内 5 大学より各大学の教授から、優

秀な留学生の推薦書、留学生自ら日本語で書い

た研究計画書、留学目的や将来何をしたいかな

どの書類を提出してもらい、採点し 1 月 28 日

に面接を行い、選考をしました。 

・2月下旬に奨学生の修了式と、歓送迎会を開催。 

・4月地区研修・協議会の分科会において各クラ

ブの米山委員長さんと米山記念奨学会の意義

や目的等を勉強しました。 

・5月新米山奨学生を対象にオリエンテーション

を行いました。 

遠藤和夫地区青少年奉仕ローターアクト委員 

（代読 赤羽弘之次期幹事） 

1．地区研修等への参加 

次期地区チーム研修セミナー参加 

平成 29年 2月 25日 松本大学 

2．ローターアクト行事への参加 

1）2600地区会長幹事会及び地区運営・広報委員 

会 平成 29年 7月 9日 上田市ふれあい福祉 

センター 

2）3地区合同（長野、愛知・岐阜、三重）プロ 

ジェクト「3ｕｐ!!!」参加 平成 29年 8月 27

日 かんてんぱぱガーデン西ホール 

3）ローターアクトクラブ新年例会参加  

平成 30年 1月 26日 鍋辰 

4）植樹例会（伊那ロータリークラブ・ボーイス

カウトとの合同）平成 30年 5月 20日 羽広ボー

イスカウト野営場 

5）その他の行事は日程が合わず不参加となりま 

した。 

3．ローターアクトに関する課題と活動 

1）ローターアクト会員の不足 

 平成 29年 11月、鈴木唯太さんから「ローター 

アクト新会員に関する意見書」が提出されまし 

た。 

2）ローターアクト会員の派遣要請 

現在、会長・幹事、青少年奉仕委員長、ロータ

ーアクト委員等が各事業所に対して派遣要請

の活動を行っています。 

4．コメント 

今年度のローターアクトの会員は 4 名でした

が、活動開始直後から卒業、転勤等で半減して

しまいました。現在、活動計画に沿って鋭意活

動を続けているものの、厳しい状況にあります。 

2 年後の 2020～21 年に伊那ローターアクトク

ラブはホストクラブになる予定ですがその運

営が危ぶまれます。 


