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Rotary Opens Opportunities 

ソ ン グ 君が代・奉仕の理想 

四つのテスト 鈴木正比古職業・社会奉仕委員長                   

会 長 談 話 藤澤洋二会長 

3月7日に、伊那クラブがホスト 

クラブを務め、上伊那グループの IM 

が行われました。IMリーダーの山田 

益ガバナー補佐の下
もと

、平出吉範実行 

委員長、山崎秀
ひで

亮
あき

会員、唐木拓
たく

 

SAA、小松献臣幹事の皆さんが、お忙しい中、事前準

備から当日の開催まで、実行していただきました。ま

た事務局の安藤さんにもお世話になりました。 

新型コロナの感染状況を考慮して、Zoom を使って

リモートでの開催となりました。ハプニングは若干あ

りましたが、スムーズに、立派に IM を開催できまし

た。会員の皆様には、ご協力、また ご参加いただき大

変ありがとうございました。 

入会してまもない駒ヶ根RCの会員から、初めてIM

に参加し、関パストガバナーの会員セミナーを受け、

目からうろこが落ちた思いでした、とのメールを頂き

ました。 

関パストガバナーからは、ねぎらいのお言葉と、今

後、クラブや上伊那グループで勉強会をしていただい

たら良いのでは、当 2600 地区はこのテキストが会員

の手元にある分だけ、よその地区をリードしたロータ

リー活動ができる可能性があるのではないか、伊那ク

ラブ、上伊那グループの今後のご活躍を願う、とメー

ルを頂きました。 

昭和伊南総合病院の堀内朗
あきら

先生の記念講演は、先

生の明るく前向きなお人柄とともに、身近な健康に関

するご講演であり、会員の皆様に興味深く聞いていた

だけたと思います。 

 今年度の伊那クラブの重点目標の一つが「IM を成

功させよう」でした。会員の皆様のおかげでこの目標

が達成できたものと思います。ご協力ありがとうござ

いました。 

 今日は、次期委員会人事の発表があります。今年度 

は8カ月と少しが終了し、残りあと3カ月ちょっとと

なりました。残された期間も頑張ってまいりますので、

どうぞご協力をよろしくお願い致します。 

委嘱状伝達 2021-2022年度地区役員 

       ・委員 中川博司会員 

・諮問委員会委員 

・新クラブ結成推進委員会カウンセラー 

・青少年奉仕委員会カウンセラー 

誕 生 祝 小林旬子・登内豊明 

結婚記念日祝 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 

在 籍 祝 小林孝行(28)・坂井清彦(27) 

岩附 宏(11)・唐木 拓(11)  

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告  

1. 3月のロータリーレートは＄1＝106円 

2. 地区事務所より、「会長エレクト研修セミナー  

 (PETS)」のご案内が参りました。 

 日時 2021年3月27日（土）研修会10：00～ 

 17：30 会場 塩尻市「ホテル中村屋」 

3. 地区事務所より、第2600地区2020学年度 米山  

 奨学生修了式のご案内が参りました。 

 日時 2021年3月21日(日) 11：00～ 12：10  

 会場 ホテルモンターニュ松本 

4. 上田RCより、2020-2021年度地区大会報告書。 

5. 松本空港ロータリークラブより、ライラ開 

 催のご案内が参りました。 

 日時 2021年9月25日(土) 26日(日) 

 会場 ホテルブエナビスタ 

6. 伊那弥生ケ丘高校企画の「ドライブスルー上  

  映会」協賛金は、42,000円でした。 

  皆様のご協力ありがとうございました。 
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【3 月のプログラム】 

 4 日(木) 7 日（日）へ振替 

 7 日(日) 上伊那グループ I.M.・会員セミナー 

11 日(木) 次期委員会人事発表 

18 日(木) 休会（規定による休会） 

25 日(木) クラブフォーラム（卓話 ㈱織建会長  

     織井常和様）※例会終了後 理事会 

☆お知らせ 

・61 年度 4 期分会費は、引き落とし致しません。

ロータリー財団年間 1 万円寄付分割納入の方は、

2,500 円を 4 月 12 日頃、銀行口座より引き落とさ

せて頂きますので、よろしくお願い致します。 

理事会報告  

1. 3月のプログラム 

2. 20021-22年度委員会構成 

3. 2021-22年度地区補助金事業申請について 

4. 第 61年度 4期分会費について  

5. サンギートさん米山奨学生期間終了による 

  記念品について  

6. 観桜会(4月 8日夜間例会を通常例会に変更  

  する) 全て承認された。 

委員会報告 ○I.M.及び会員セミ 

ナーの報告 山田 益ガバナー補佐  

３月７日の IM にご参加いただき、 

ありがとうございました。参加人 

数は 100 名程でした。会員セミ 

ナーは、関パストガバナーがまと 

められました「ROTARY MOTIVATION」という

テキストに則って講演していただきました。今後

も活用していただきたいと思います。 

記念講演の堀内先生のお話は大変良かったと思

います。大腸の内視鏡検査は朝に病院に行ってそ

の日のうちに検査でできるということなので、皆

さんも是非検査に行ってください。 

○2021-22年地区補助金申請事業について  

 平澤泰斗会長エレクト 

２月２５日の理事会で次年度のロータリー財団

地区補助金申請事業として、認定 NPO 法人フリ

ーキッズ・ヴィレッジの「おやまのおうち」にス

ロープ付きデッキを作ることが承認されました。 

「おやまのおうち」は高遠町三義地区にありまし

て、障がいのある子や心に悩みのある子に自然豊

かな山里で過ごしてもらう施設です。 

皆様のご協力をお願いします。 

○「ロータリーの友」3月号紹介中山一郎副会長  

横組みＰ7～Ｐ13 3月は水と衛生月間です。首都

圏最大の水がめ宮ヶ瀬ダム、名水100選に入って

いる柿田川湧水群、那須塩原市の那珂川に取り組

んだ3クラブ並びに、国交省環境省の取り組み。 

Ｐ14～Ｐ17 3月8日から一週間は世界ローター

アクト週間。活動報告が載っています。 

Ｐ18～Ｐ27 ＲＩ会長エレクトインドのシェカ

ール・メータさんのインタビュー記事。会長テー

マは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするた

めに」です。 

Ｐ22～Ｐ29 今、思うこと「東日本大震災から10

年」「阪神・淡路大震災を体験して」「関東大震災」

の記事。 

Ｐ30～Ｐ33 ガバナーのロータリーモーメント

面白いのは31頁上の東京・沖縄2580地区ガバナー。 

Ｐ32には成田守夫ガバナーも載っています。 

Ｐ41～Ｐ47 連載コミック「最もよく奉仕する者

が最も多く報いられる」と「超我の奉仕」、二つ

の標語が生まれた経過が載っています。 

縦組みＰ4～Ｐ8 ＩＭの基調講演要旨「災害に企

業が取り組む共助」 

Ｐ9～Ｐ12 「この人訪ねて」は、千葉県富津シ

ティＲＣの花火師立石会員の花火による悪疫退

散祈願花火打ち上げを取り上げています。 

Ｐ13卓話の泉 競馬の基礎が体系的に分かる。 

Ｐ16友愛の広場 大原孫三郎氏についての記事

は是非お読み下さい。 

Ｐ21～Ｐ30 ロータリーアットワークではコロ

ナ渦でも多くのクラブが積極的な活動を紹介。 

出 席 報 告 会員数 54名 内出席免除 15名 

出席者 35名 事前メーキャップ 2名  

出席率 78.72％ 

ニコニコボックス  

山田 益・藤澤洋二・平出吉範・山崎秀亮・唐木 拓・

小松献臣 上伊那グループ I.M.が初のオンラインで

開催されました。皆様のご協力に感謝致します。 

本郷一博 上伊那地域でもワクチン接種が始ま 

 りました。早く一般の方々へも接種が行われる 

 ことを願っています。 

鈴木正比古 伊那弥生ケ丘高校主催のドライブ 

 シアターへの協賛金、ありがとうございました。 

塚越 寛 年男   小林孝行 在籍祝 

ラッキー賞 小河節郎・笠井俊朗・唐澤洋祐 

 小松献臣・鈴木正比古・本田敏和・山崎秀亮 

 

 

 

 

 

 

年 次 総 会  次期委員会人事発表 

平澤会長エレクトより 2021-22年度 

第 62期委員会人事が発表された。 


