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伊那ロータリークラブ
事務所 伊那市西町5016-2 ℡(72)0077 例会日 毎週木曜日 会場くぬぎの杜 ℡(78)1121
会長 平澤泰斗 幹事 小河節郎 会報委員長 矢島 豪 第２９６１回 例会2022.6.23 No.1621
2021-22 年度 RI テーマ

Serve to change lives

ソ

ン グ

幹 事 報 告

我等の生業

21 日(木) 休会(規定による休会)

小河節郎幹事

1.前澤朋欣会員が 6 月 30 日付で
退会されます(在籍 3 年)

28 日(木) 決算報告 ※理事会

☆お知らせ
・第 63 年度 第 1 期分会費

2.地区事務所からのお知らせです

55,000 円

ゴルフ部年会費

12,000 円

①2022-23 年度 RLI 参加者の

これらを 7 月 11 日(月)銀行口座より、引落

推薦をお願い致します。

しさせていただきますので、よろしくお願

回答締切り 7 月 29 日(金)

い致します。

3.上伊那グループ松田泰明ガバナー補佐より、

・7 月 7 日(木)例会終了後、クラブ協議会(年

19 日開催の「新旧合同地区チーム会議」にて

度始め)を開催致します。

桑澤一郎ガバナー掲げる「繋がりの強化」の

次期役員・委員長の方はご出席願います。

もと、ロータリー奉仕デーを実施し、クラブ

現・次期合同理事会報告

と社会の繋がりの強化に尽力したとのこと

・第 63 年度役員・理事委員会構成、クラブ行事

で、表彰を受けました。上伊那グループの会

予定、予算、名誉会員、同好会役員、長野県新

員の皆様のお力添えの賜と、感謝申し上げます。

型コロナ感染拡大警戒レベル別例会開催基準

4.松本西南 RC より、2022 年 7 月より例会場変

の変更について。

更のお知らせです。

これら全て承認された。

新例会場 松本市 ザ・ラシュランコート

在 籍 表 彰

5.松本空港 RC より、2022 年 7 月より例会場変

熊谷勝昌会員(30 年)

更のお知らせです。

三澤清美会員(20 年)

新例会場 松本市

唐木一平会員(20 年)

ホテルブエナビスタ

6.小諸浅間 RC より、2022 年 7 月より例会曜
日変更のお知らせです。
変更前→火曜日

変更後→木曜日

7.伊那クラブとして 2020-21 年度ロータリー

新旧合同地区チーム会議報告
平澤会長より、第 2600 地区青少年育成基金規約
2022 年 6 月 19 日 改正版に変更された内容が
発表された。

賞を受賞し、桑澤一郎ガバナーより表彰状

出 席 報 告

が授与されました。

出席者 37 名 事前メーキャップ0 名 出席 78.72％

【7 月のプログラム】
7 日(木) 初例会・新任式・総会
※例会終了後、クラブ協議会(年度始め)
14 日(木) 委員会事業計画発表
※例会終了後、旧理事会(決算)

会員数 57 名

内出席免除 19 名

ニコニコボックス
・平澤泰斗・小河節郎
1 年間ありがとうございました。
・藤澤秀敬・藤澤洋二
長野県プロドライバー事故防止コンクール

で、伊那タクシーが 6 年連続の最優秀賞を受
賞し、合わせて 3 年連続最優秀賞に対して与
えられる特別賞を頂きました。
安心安全な運行に努めて参りますので、引き
続き伊那タクシーのご利用をよろしくお願い
致します。
・唐木 拓・唐澤洋祐
伊那商工会議所青年部では、伊那祭りの代替
企画として、8 月 6 の夜打上花火をする予定
です。
つきましては多くの皆様に協賛を募っていま
す。リーフレットに企業名が掲載されますの
で、ご協力をお願い致します。
・第 62 期役員・理事
・年間ラッキー賞
(4 回)
小林旬子
八木択真
次期予算発表

別会場でおこない、他の 4 クラブは、二条橋～

荒木会長エレクトより、現・次

tube、 Face book にアップすることが出来、On

期合同理事会において、予算が

line での例会ができるよう機器を購入しまし

承認された報告があり、宮下金

た。「会員増強」は各クラブがコロナ禍で苦戦し

俊次期会計より、第 63 期予算

ており、会員も減少しているようでして、「塩尻

が発表された。

北 RC」は 6 月末で解散となりますが、当クラブ

平成大橋間の天竜川右岸、左岸のごみ拾いをお
こない、総勢 120 余名、伊那クラブからは 34 名
が参加し、2ｔ車いっぱいのゴミが集まり、大成
功の活動となりました。これは上伊那グループ
で初めての合同の活動でした。来年度も継続さ
れるそうですので、続けて行っていただき、RC
の認知度が高まることを期待しています。昨日
松田ガバナー補佐より、この活動につきまし
て、地区から表彰されたとの報告がありました。
「地区補助金事業」の、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
を作ろう」は、会員が夏の熱い日に、汗を流し
て作業のお手伝いをして完成しました。障がい
を持った方も「おやまのおうち」を利用できる
ようになり、大変喜ばれております。
本年度の重点目標であります「IT を活用し、
情報発信をしよう」は行事・イベントを You

は向山会員増強委員長はじめ、皆様のご尽力に
会 長 挨 拶

平澤泰斗会長

より純増 3 名（女性 1 名）を達成することが出

本日ここに最終例会を迎える

来ました。女性会員も 4 名となり「女性会」も

ことができました。１年間、皆

発足したようでございますので、その会を通じ

様に支えていただき、会長とし

て女性会員が増える事を願っております。

て力不足の私も、最後の談話を
するところまで参りました。
本年度はコロナ禍での１年間
となり、例会は昼食なし、お弁当持ち帰りとな
りました。20 回の節目を迎えた最後の「ロータ
リー杯」は中止となり、来年度に延期となりま
した。また、新年会だけは開催出来ましたが、
納涼会、年末家族会、観桜会は中止となり、会
員相互の懇親、親睦の機会が出来なかったこと
は、誠に残念でした。新年会の開催にあたりま
しては、開催１週間前まで悩みましたが、開催
して良かったと思っております。
本年度は RI 会長の提唱により「ロータリー奉
仕デー」を行うこととなり、11 月 6 日に上伊那
グループ 5 クラブが合同で「クリーンアップ天
竜川大作戦」をおこないました。駒ケ根 RC だけ

7 月からは荒木康雄会長、向山賢吾幹事のゴ
ールデンコンビにバトンタッチします。クラブ
の活動が益々活発になり、楽しいクラブとなっ
ていくと思っております。
終わりにあたりまして、この 1 年間私をサポ
ートしてくれました、小河幹事、唐澤 SAA,役
員・理事の皆様、会員の皆様、そして慣れない
事務処理を無難にこなしてくれた事務局の清水
さん、大変お世話になりました。本当にありが
とうございました。
役員・理事退任
山崎秀亮・向山賢悟
平出吉範・荒木康雄
原田和愛・平澤泰斗
小河節郎・本田敏和
唐木 章・藤澤秀敬
小林旬子・藤澤洋二・唐澤幸利

