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 本日の例会は新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、3月12日にメールで例会開催後、約3ヶ月

ぶりにくぬぎの杜で開催された。 

 この間、通常の例会7回が休会になった他、上伊

那グループＩＭ・会員セミナー、地区研修・協議会、

尾張旭RC合同例会、観桜会・60周年記念親睦旅行、

環境保全例会、伊那中央RC合同夜間例会等様々な

行事が中止となった。 

 また本日の例会は、いつもの部屋の隣の広い会場

で、手の消毒、各自マスク着用、一方向での椅子の

配置、三密を避けた設営、持ち帰り用弁当とお茶を

用意し、時間短縮を意識して開催された。 

ソ ン グ 君が代  奉仕の理想 

四つのテスト 竹腰哲夫情報・プログラム委員長 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介 米山奨学生 サンギートさん 

会 長 談 話 唐木一平会長 

 重症化すると命を奪う新型コロナ 

ウイルスが世界を襲い多くの人々が 

命を落としております。日本におい 

てはいち早い対策がなされ徐々にで 

はありますが日常が戻りつつある中で伊那ロータリー

クラブでは多少形を変えての例会を開催することと致

しました。ご案内をさせて頂きましたところ 44 名の

会員が参加してくださいました。4 月から今日まで約

3 ヶ月仲間とのコミュニケーションが取れず歯がゆい

思いをしていた会員の思いが現れた結果でしょうか。 

 今期は残すところ１ヶ月、例会も今日を含めて2回

しか開けません。残念なことに活動計画も大きく削除

してしまいました。その結果、会の活動資金が予算に

対して大きく減少して余剰金となりました。理事会を

開催し、この資金2,000,000円を社会奉仕に寄進する 

こととし、寄進先は地域医療を担う伊那中央病院と決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定いたしました。この寄進を伊那ロータリークラブ今

期最後の奉仕活動と致します。地域社会そして世界中

の人々が支援を待ち望んでおります。会員一同ロータ

リアンの奉仕の心を推進いたしましょう。 

退会ご挨拶 八十二銀行伊那支店長 馬場智義会員 

 このたび本店監査部部長の辞令 

が出て退会することとなりました。 

2年間お世話になりました。 

誕 生 祝  

3月 原 義美・小林旬子・登内豊明 

4月 橋爪利行・宮下 裕・向山賢悟 

5月 坂井清彦・原田和愛・小松大介 

6月 神山公秀・下枝正一・平澤泰斗・唐木 章 

結婚記念日祝 3月 橋爪利行・原田和愛・坂井清彦・

本郷一博・矢島 豪・平出吉範・唐澤幸利・城取健太 

4月 神山公秀・熊谷勝昌・清水紀光・小河節郎・ 

   吉澤祥文・小松大介・本田敏和 

5月 小林孝行・岩附 宏・登内豊明 

6月 藤澤洋二・笠井俊朗 
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在 籍 祝 3月 小林孝行(27)・坂井清彦 

    (26)・岩附 宏(10)・唐木 章(10) 

4月 神山公秀(39)・平澤泰斗(16)・小河節郎 

   (3)・中曽根隆文(1) 

5月 下枝正一(26)・山田 益(20)・向山賢悟 

   (4)・本郷一博(1)・前澤朋欣(1) 

6月 荒木康雄(15)・笠井俊朗(2)・唐木 拓(2)・ 

   城取健太(2)・小松大介(1)・矢島 豪(1) 

幹 事 報 告  

1．6月のロータリーレートは＄1＝108円です。 

2．地区月信担当者より、新型コロナウイルス対 

 策に関する支援活動報告の依頼が参りました。 

 6月号掲載分は締め切られましたが、随時受け 

 付けます。 

3．次期地区補助金小委員長より、2020-21年度 

 地区補助金申請事業承認のご連絡が参りまし 

 た。補助金額は＄1,065です。 

4．地区事務所より、新旧合同地区チーム会議開 

 催の案内が参りました。（対象者 中川パスト 

 ガバナー、山田次期ガバナー補佐） 

 日時：2020年 6月 21日（日）14：00～15：30   

 場所：ホテル中村屋 

5．久保田治秀上伊那グループガバナー補佐より、  

 「次々期ガバナー補佐候補者推薦委員会」の報 

 告が参りました。2021-2022年度上伊那グルー 

 プガバナー補佐に辰野 RC松田泰明氏が推薦さ 

 れ、全会一致で承認されました。 

6．地区 RLI委員会より、2020-21年度 RLI中止 

 のご連絡が参りました。 

7．ロータリーの友事務所より、新型コロナウイ 

 ルスによる友事務所対応について在宅勤務は 

 6月 30日まで。7月号は第 1～2週のお届け。 

8．米山記念奨学会より、新型コロナウイルスに 

 よる対応について在宅勤務は 5月末日まで、6 

 月の事務局開室時間は 10：30～16：00まで。 

9．ロータリー文庫運営委員会より、6月からロ 

 ータリー文庫開館のご連絡が参りました。 

10．伊那保健福祉事務所より、令和 2年度「6.26 

 ヤング街頭キャンペーン」中止のご連絡。 

11．「第 44回長野県手話で結ぶ友のつどい」実行 

 委員会より、7月 5日に伊那市において開催予 

 定の当集い中止のご連絡が参りました。 

12．伊那中央病院に体温検知サーモカメラシステ 

 ムを寄贈します。（Zoomを使った理事会で、 

 休会で行事が出来ず余った予算を役立てよ 

 うと、伊那中央病院の本郷院長に相談した結 

 果、寄贈が決定しました。） 

13．グローバル補助金奨学生を申請されていた高 

 塚様より、辞退のご連絡が参りました。（伊那 

 クラブが面接を行ないグローバル補助金奨 

 学生に申請予定でしたが、ユニクロ独自の奨 

 学生に決まった為、辞退されました。） 
【6月のプログラム】（ロータリー親睦活動月間） 

18日（木）諸祝（3月～6月）、諸連絡 

     ※13：35 現・次期合同理事会 

25日（木）最終例会（ガバナー補佐・次期ガバ 

   ナー補佐訪問、会員卓話(本郷一博会員)、 

   次期予算発表） 

☆お知らせ 

・4日、11日の例会中止のため、引継ぎが出来て

いませんので、現・次期委員長は直接連絡を取

り合って引継ぎをお願い致します。 

・現委員長は委員会事業報告を 6月 25日（木）

までに事務局へ提出してください。 

委員会報告 6月号「友」の紹介 清水紀光副会長 

横組み P3  RI 会長メッセージ  

例会や地区大会、2020 年ホノルル 

国際大会中止という苦渋の決断を 

下して来た RI 会長の思いが語られ 

ています。 

P9～P29 災厄で見直されるロータリー活動の

価値とは？ ロータリークラブの活動(国内編国

外編） 各地区の取り組みが紹介されています。 

P30～P41 プラスチックの罠（7 月 1 日からレ

ジ袋有料化）プラスチックが｢マイクロプラスチ

ック｣という微小なプラスチック粒子になって海

洋汚染を深める問題が取り上げられている。 

縦組み P4～P8 子供の自立と対話力とは ニー

トの総数 71 万人日本の労働力不足は 30 万人以

上足りず海外から入って来ている。社会へ送り出

したのに 1 年 2 年で家に戻って来てしまう。社

会で通用しない。つまりコミュニケーションが出

来ないことが原因。 

P16 各診療所の調剤薬局は必要ですか？ 医療費 

削減のため薬剤師が診療所に入れば済む事だと

思うのだが。(皮膚科医） 

P18 若い声を保つ⁉ 発声法 

出 席 報 告 会員数 55 名 内出席免除 16 名 

出席者 44 名 事前メーキャップ 0 名 出席率

86.27％ 



ニコニコボックス 

唐木一平 共に待ち望んでいた日が帰って来ま 

 した。共に奉仕のために頑張りましょう。 

唐木 章 久しぶりに例会が開催出来るように 

 なりました。 

小坂栄一 過日の創立60周年記念例会にて、永 

 年在籍者として表彰されました。 

山田 益 元世界銀行副総裁西水美恵子さんが、 

 「日本で一番大切にしたい会社」の1つに「伊 

 那食品」を上げました。 

串原弘樹 4月から会社が分かれて社名が変わり 

 ました。新しい社名は「中部電力パワーグリッ 

 ド㈱」です。今後とも宜しくお願いします。 

荒木康雄 伊那ロータリークラブの例会の再会 

 を祝して。 

三澤清美 4月私の内孫（レディー）が効率の高 

 校に入学いたしました。 

中山一郎 ゴルフ部年間優勝品を頂きました。 

小坂樫男 下手なゴルフで準優勝とは。 

誕 生 祝  
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在籍祝 小林孝行・坂井清彦・唐木 章・平澤泰 

 斗・小河節郎・中曽根隆文・下枝正一・山田  

 益・本郷一博・前澤朋欣・荒木康雄・笠井俊朗・ 

 唐木 拓・城取健太・矢島 豪 

ラッキー賞 赤羽弘之・宮下金俊・中山一郎・ 

 都築 透・中曽根隆文・小松献臣・清水紀光 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木正比古 先日は、父多門の葬 

 儀に際し、クラブ及びご会葬い 

 ただきましたクラブ員の皆様の 

 御厚誼、重ねて生前のご厚誼に 

 対しまして厚く御礼申し上げま 

 す。ありがとうございました。 

結婚記念日祝  
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