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 Serve to change lives 

ソ ン グ 我らの生業 

ビジター・ゲスト紹介 

箕輪RC 会長 北澤宗則様  幹事 松澤賢次様 

伊那中央RC 会長 池上幸平様 幹事 熊谷 健様 

会 長 談 話 平澤泰斗会長 

 本日は箕輪RCの北澤会長さん、松澤幹 

事さん、伊那中央RCの池上会長さん、熊 

谷幹事さんが来訪されています。ようこ 

そいらっしゃいました。 

 13日は小河幹事さんと一緒に、伊那中央RCにご挨

拶に行ってきました。池上会長さんから、私の紹介を

ご丁重にしていただき、大変恐縮いたしました。あり

がとうございました。明日は箕輪RCを訪問します。 

また、辰野RCは21日に訪問する予定となっています。  

 13日は、例会後、伊那中央RCの池上会長さん、熊

谷幹事さん、小河幹事さんと一緒に名誉会員の方に推

戴書をお持ちしました。白鳥孝伊那市長、藤城栄文南

箕輪村長、小田切康彦宮田村長、唐木和世伊那商工会

議所会頭の方々です。また、地元の報道機関各社にご

挨拶をし、事業計画、委員会構成表をお渡してロータ

リークラブの活動をより多く報道していただくよう、

お願いしてまいりました。 

 13日の夜は南箕輪村に3時間で50ミリの豪雨があ

り、南箕輪南部小学校が床上浸水の被害が出ました。

下新田にありますアメダスの観測では、3時間で18.5

ミリの雨量で、局地的豪雨が南箕輪村にあったようで

す。弊社の社員も南箕輪村の消防団に所属しておりま

すので、寝ようとしていた時に召集がかかり、0時過

ぎまで水を掻き出していたようです。 昨年の会報を見

ておりましたら、7月9日の例会の会長談話で藤澤直

前会長が「昨日は豪雨で伊那バスの駐車場が冠水の恐

れがあったため、バス、自家用車を会社の他の敷地に

移動した」と話されていました。この時期は豪雨が多

いようです。豪雨といいますと平成18年の豪雨では、

岡谷市では総雨量400ミリを記録し19日未明に土砂災

害が発生し、8名の方が亡くなられました。その時の

伊那市の状況は、当時市長でいらっしゃった小坂会員

が書かれました「平成18年7月豪雨に対応して」から

知ることが出来ます。それから抜粋してお話させてい

ただきます。累積雨量は430ｍｍ、釜口水門の放流と

異常な降水量により、天竜川は異常な水位となり、ま

た土砂災害も発生して、伊那市で初めての避難勧告、

避難指示が発令され、その人数は一万人にも及びまし

た。私の所は避難指示の区域であったため、会社のラ

インを停止させ、お取引先に状況説明の連絡をした後、

ホテルを予約し、あたふたと避難しました。しかし、

何を持って避難すれば良いのかもわからず、現金、カ

ードと着替えだけを持って避難したことを覚えていま

す。幸い、被害もなく会社も翌々日から稼働すること

が出来ました。その時は、いつ災害が来ても良いよう

に、持ち出し品をリストアップし、直ぐに持ち出せる

ようにしておこうと思いましたが、何もせずに現在に

至っています。災害は決して来て欲しくはありません

が、その時の準備は怠らないようにしておくつもりです。  

 今日は南箕輪南部小学校の床上浸水の記事を見て、

平成18年の災害を思い出し、お話ししました。 

ご 挨 拶 箕輪ＲＣ会長 北澤宗則様 

 ロータリー歴は丸6年経ちまして7年 

目ということで比較的若いながら会長を 

やらせていただくことになりました。 

今年度はオープン例会やロータリー奉仕 

デー等各地区で活動していくことが多くなると思います。 

伊那クラブさんはじめ、いろんなクラブさんにお世話

になると思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

箕輪RC幹事 松澤賢次様 

 私もロータリークラブへ入らせていただいて4年目 
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ですが、まだわからないことが多々あります。皆

様にいろいろ教えていただきながら、本年度頑張

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

伊那中央 RC 会長  

       池上幸平様 

 今年度は桑澤ガバナーから 

いくつかの課題をいただいて 

おりまして、初年度からリモ 

ート会議のしつらえを整えて始まりましたので、

熱い思いに応えられるように頑張りたいと思い

ます。11 月 6 日にはロータリー奉仕デーで、ク

リーンアップ天竜川という上伊那地区の 5 クラ

ブ合同での開催になり、松田ガバナー補佐も安堵

しているのではないかと思います。1 年間お世話

になりますが、よろしくお願いします。 

伊那中央 RC 幹事 熊谷 健様 

 会長をしっかり支え、時には出過ぎない様、手

綱を締めながら幹事をやらせていただきます。 

また伊那クラブさんは親クラブとして、いろいろ

な交流、合同例会、ゴルフ部ではコンペや地区大

会の同乗など連携していくことが多いと思いま

す。ご指導いただきながらやっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

幹事報告 別紙をご覧下さい 

委員会報告 7 月号「友」の紹介 原田和愛副会長 

横組み P4「ロータリーとは」では、 

世界・日本ロータリーの誕生と成長 

過程の紹介が 掲載されています。 

 また、2021―22 年度の会長テーマ 

が掲げられています。 P6 2021―22 

 年度 RI 会長シェカール・メータ氏のメッセー

ジ P8～17 シェカール・メータ会長について イ

ンドでのコロナウイルス感染拡大により、本来で

あればご本人のインタビュー記事が 掲載される

はずでしたが、現地を訪れる事が出来なかった為、

シェカール氏をよく知る 10 名の方による人物

像の紹介が掲載されています。 彼は、実現不可

能に思えるような目標を現実的な目標に変換す

る事が出来、その目標を達成 する為の企画力、

緻密な計画性、熱意をもって周囲の人々を巻き込

む力に長けていると 多くの方々が紹介していま

す。 P18 ロータリー奉仕デーのイベント開催を

即す RI 会長のメッセージ P20～ガバナーの横

顔 茅野 RC の桑澤一郎ガバナーは P27  

P44～「すずちゃんの Just say cheese!」今月の

テーマ「スマホで撮る！」 スマートフォンで写

真を撮る為の幾つかの便利な機能が紹介されて

います。 P47～コミック「ガイ散策」 国際ロー

タリークラブ連合会の理論・教育委員長だったガ

イ・ ガンディカー氏が編集・発行した「ロータ

リー通解」が発足したばかりの日本ロータリー 

クラブの教科書だったという事が紹介されてい

ます。 P50～「世界のロータリープロジェクト」

今月号から各国のプロジェクトが紹介される様

に なりました。  

縦組み P4～ 元国際連合事務次長 明石康氏によ

る「コロナ後日本はどうあるべきか」の スピー

チ P9～「この人訪ねて」宇都宮 RC 齋藤幸一氏

のどん底から夫婦二人三脚で這い上がってき た

半生の紹介と社会支援活動に目覚めた切掛けが

掲載されています。 P13「卓話の泉」ユーチュー

ブの活用法 視聴者のコメントをリアルタイムで

見る事が 出来る為、活用する企業が増えている

との事。その活用法がいくつか紹介されています。 

これからのロータリークラブを担う若い方にも

興味をもってもらえる様な記事が増えています。 

是非ご一読下さい。 

出 席 報 告 会員数 54名 内出席免除 15名  

出席者45名 事前メーキャップ0名 出席率88.23％ 

ニコニコボックス  

箕輪 RC北澤宗則様 本日はありがとうございます。 

平澤泰斗・小河節郎 箕輪・伊那中央 RC会長・

幹事様、ようこそお越し下さいました。 

塚越 寛 当社の介護食が、農林水産大臣賞をい

ただきました。 

平出吉範 箕輪・伊那中央 RC会長・幹事の皆様、

ようこそ伊那クラブへ 

宮下 裕 久しぶりに来ました。 

在籍祝 唐木一平 赤羽弘之  

委員会事業計画発表  

クラブ管理運営委員会 本田敏和委員長 

 コロナ禍で例会の様式が変わる中 

でも、出席率 100％を達成できるよ 

うに努める。同様に、ニコニコボッ 

クスの年度目標を出来る限り達成で 

きるよう工夫する。  

委員同士協力し合い、受付の空洞化 

を無くし、出席率、ニコニコボック 

スの発表がスムーズに行えるよう委員会運営を

目指す。 



クラブ会報委員会 矢島 豪委員長 

 ロータリーの活動、各委員会の 

活動等を「会報」により会員に周 

知する。 

また、クラブの年間活動記録とし 

て保存する。 

クラブの精神および活動を地域に 

広く知ってもらうよう、マスメディアと連携 

し、広報活動を行う。 

 

会員増強委員会 向山賢悟委員長 

 クラブの未来を見据え、クラ 

ブ会長及びＲＩ２６００地区ガ 

バナーの掲げた目標を達成する 

ために、全会員の協力を仰ぎな 

がら会員３名の純増を果たす。 

 

親睦活動委員会 山崎秀亮委員長 

会員ならびに家族の皆様との 

親睦を深めるために、家族会の 

事業を計画し、親睦活動委員会 

の皆様と協力して実行致します。 

会員ならびに、家族の皆様に多 

数参加していただくため、楽し 

く有意義な時間を過ごしていただけますよう、 

内容を充実させ、実行致します。 

 

情報・プログラム委員会 唐木 章委員長 

 コロナ感染状況を見ながら、例 

会が楽しく有意義なものとなるよ 

うに卓話・IGMを計画実行する。 

卓話は新入会員の卓話をはじめ、 

本年の会長方針に基づき、幅広 

い方々を人選し、例会が実施され 

る時に実行する。 

ITの活用も検討する。コロナ禍では有るが、IGM

（インフォームド・グループ・ミーティング）を

今期中に２回開催し、会員相互の意見交換と友情

を深めるとともに、それを通じてクラブの活性化

を図る。 

新入会員の入会事前説明会を実施する。 

前年度に実施出来なかった新入会員も含めて、夫

人同伴集会（インフォーマル・ミーティング）を

開催し、ロータリーへの理解と協力、親睦を図る。 

 

国際奉仕・財団委員会 藤澤秀敬委員長 

 ロータリー財団と米山記念奨学 

会の意義・目的を理解し、それぞ 

れの寄付の増進と目標達成を図り 

ます。 

クラブフォーラムを担当し、国際 

奉仕・財団・米山への理解を深める。 

 

職業・社会奉仕委員会 平出吉範委員長 

「ロータリアンの職業宣言」に 

基づき、自らの職業活動を通し 

て社会の模範となるよう努力す 

る。 

クラブ・会員個人として、地域 

社会にロータリーの「奉仕の理 

想」を実践し行動を支援する。 

薬物乱用根絶「ダメ。ゼッタイ」、緑の募金等

に協力、伊那弥生が丘高校キャリア教育授業へ

の講師派遣、ボーイスカウト野営場「希望の森」

での植林と伐採整備、クラブフォーラム（職業

奉仕月間）を担当、ロータリー奉仕デーに協力

するなど。 

 

青少年奉仕委員会 竹腰哲夫委員長 

未来の社会を担う青少年の健全 

育成と共に、社会にイノベーショ 

ンを起こす人材となってもらう 

よう支援をする。 

「ボーイスカウト伊那第１団」の 

活動を支援、「伊那ロータリー杯」 

を主催し、スポーツを通じて中学生の青少年育成

をするなど。 

 

 

 

 

 

 

 


