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事務所：長野県伊那市西町 5016-2 電話 0265（76）5858
例会日：毎週火曜日
例会場：海老屋料理店 0265（72）2158
会 長：唐澤敏治
副会長：田中洋
幹事：市川満貞

2017-2018 国際ロータリーのテーマ

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY:MAKING A DIFFERENCE

第1407回
■点

鐘

■ ソング

第31年度初例会

2017-2018 RI会長
イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー
オーストラリア
(ビクトリア州)

平成29年7月4日（火）

12：30
君が代・奉仕の理想・四つのテスト

■ ゲスト・ビジター紹介

平澤理ソングリーダー

・信州大学学術研究院農学系准教授 松島憲一様
・前年度支援留学生 サンギート・ラトナヤカさん
・信州大学農学部教授 岡野哲郎様
・今年度支援留学生 金根さん

■ 新任式
直前会長・幹事から新会長・幹事への襟章引継ぎ
直前会長・幹事への退任記念品贈呈
新役員理事委員長の紹介
代表して会長挨拶

■ 会長談話

唐澤敏治会長

本日は第31年度初例会です。当クラブの例会としては、第1407回の例会にな
ります。30年度、伊澤会長様はじめ関係役員の皆様、1年間御苦労様でございま
した。又、昨年度は当クラブ創立30周年となり矢島実行委員長の下、関係役員の
皆様方のご努力により素晴らしい式典、行事等が出来ましたことに心から感謝申
し上げます。
さて、本日から31年度のスタートです。31歳となります。伊那中央ロータリークラブが若さとバイ
タリティーを発揮し、当クラブが一層発展されるように会員各位皆様方のご協力をお願い致します。
未熟な会長でございますが1年間よろしくお願い致します。
本日はゲストとして、信大農学部から松島・岡野お2人の先生、前年度支援留学生サンギートさん、
今年度支援留学生金根（キンコン）さんをお迎え致しました。後ほど挨拶をお願い致します。
本年度事業計画により、上伊那地区はもちろん2600地区模範クラブとなるよう、皆さんで力を合わ
せて仲良く頑張りましょう。

■慶

祝

7月誕生日祝い ・矢島宏会員

・矢野昌史会員
・小椋文成会員

■ ニコニコボックス
◆唐澤敏治

◆唐澤稔
◆田中洋
◆市川修次
◆伊澤和男
◆矢野昌史
◆兼子展世
◆下井達典
◆池田幸平
◆池上幸平
◆井上修
◆原誠

◆多田浩之

信州大学農学部 松島先生・岡野先生・前年度支援留学生サンギートさん・今年度支援留
学生キン コンさん、ようこそいらっしゃいました。
本日は第31年度初例会です。色々と会員皆様方にご迷惑をお掛け致しますが、1年間よろし
くお願い致します。
初例会、今後共よろしくお願いします。
台風も来ています。被害が無いよう願っています。
唐澤年度スタートおめでとうございます。また、ご苦労様です。
今年も元気に楽しい一年でありますように。
本年度SA Aを務めさせて頂きます。進行へのご協力よろしくお願い致します。
唐澤敏治年度初例会おめでとうございます。
サンギートさん、キンさん、ようこそ！
岡野教授・松島准教授・金根さん・サンギートさんを歓迎します。
久し振りに、皆様方の知性あふれる健康なお姿を拝見し元気をいただいております。
唐澤敏治・市川満貞年度の初例会をお祝い申し上げます。
新年度です。皆さん全員、会員増強委員に指名しますので頑張って下さい。これで私の地位
も安泰です。
唐澤年度が始まりますネ。今日は雨降りですが行くさきは長いので、幸福がふりそそぐでしょ
う！役員みなさん頑張って下さい。
公共イメージ向上委員長を仰せつかりました。池田さんを指導して、イメージを落とさないよ
うに更生させます。一年間皆様のご協力をお願い致します。
初めてニコニコBOXしてみました。私は入会させていただき2年か3年が経ちましたが、全然
ロータリアンぽくないので、今年はロータリアンぽくなりたいと思います。お手元にセブンイレ
ブンの土用の丑の日のうなぎのチラシを入れさせていただきましたので、ご注文よろしくお
願いします。
唐澤年度スタートします。本年度 出席委員長となりました。今年度ニコボックスよろしくお願
いします。
次頁へ続く

◆ゴルフ部5月・6月の入賞者より
5月 優勝・小椋会員、準優勝・鈴木会員、3位・伊澤会員
6月 優勝・下井会員、準優勝・小川会員、3位・杉本会員

■ 幹事報告

市川満貞幹事

幹事報告は別紙をご覧ください。

■ 委員会報告
・6月21日（水）上伊那グループパストガバナー補佐、会長・幹事合同会議の報告
宮澤友浩直前幹事
H29年6月21日 辰野の地上記会議に 伊那中央ロータリーより兼子 馬場パストガ
バナー補佐及び伊澤会長 宮澤幹事4人にて参加してまいりました。垣内ガバナー補
佐より本年の新入会員の増強結果や、活動内容について大変お褒めの言葉をいただき
ました。ちょうどホタルの時期でもあり 会の終わりにホタルの里公園にて全員で10
万匹のホタルの鑑賞をして参りました。

・6月24日（土）伊那青年会議所創立50周年記念式典の報告
伊澤和男直前会長
講演、ゴルゴ松本氏による命、祝賀会での余興は鈴木メゾットによるバイオリン演
奏、トランプマンによる手品など大変な盛り上がりでした。
会員数も６２名ということで私達のメンバー、メンバー関係者も沢山出席され、式
典では安藤会長より子どもに憧れられるような青年会議を目指すとのこと。若者らし
い将来楽しみな夢を感じさせてくれる一日でした。

・6月25日（日）伊那西高校「西高祭」の報告
下井達典青少年奉仕委員長
伊那西高校恒例の西高祭が6月24.25日の両日開催されました。当クラブが支援、育
成しているインターアクトクラブ（IAC）の活動は25日（日）午前に講堂会場で発表
されました。
昨年に続いて手話による劇ー手話劇に挑戦していました。演目は「赤ずきんちゃん」
です。この1ヶ月の猛練習のお陰か上手に手話が使えていました。全員による手話ソ
ングも元気よく披露されました。
毎度の事ながら手話を使いこなせるのは素晴らしいと思います。
教室会場ではこの1年間の活動が展示報告されていました。今年は初めての試みとして、来場する小さ
な子供たち用にキッズルームが設けられており、子供の遊ぶ姿が見られました。
試みとしては成功だと思います。数年前から気付いた事があります。来場の中学生が活動展示に見入る姿
です。今年はどうかなと時折覗いていましたが今年も見られました。
来年の新会員募集が少し楽しみとなりました。今年の参加者は伊澤会長と私の2名、信大留学生からは台
湾の黄宸佑さんが見学に訪れました。

・ゴルフ部コンペの報告・表彰
鈴木一比古ゴルフ部長
5月 優勝・小椋文成会員、 準優勝・鈴木一比古会員、 3位・伊澤和男会員
6月 優勝・下井達典会員、 準優勝・小川秋實会員、 3位・杉本徳治会員

・「ロータリーの友」7月号紹介
鈴木一比古ロータリー情報委員長
《見どころ・読みどころ》
横組み
P7
イアン ライズリーRI会長メッセージ 持続可能な奉仕の究極
RI指定記事 毎回ヨコ組みでRI指定記事があります。ここは必ず読んでください。
P29
第2600地区 関邦則ガバナー（長野RC）が紹介されています。
＊2017−2018年度 伊那中央RCは唐澤敏治会長
縦組み
P4
減塩と健康寿命 自治医科大学名誉教授 梶井英治
P22
ロータリーアットワーク
分水RCの記事があります。各地区、各クラブのロータリー活動が紹介されており、
クラブ奉仕プロジェクトの参考になると思います。
■ 出席報告

会員数45名
出席免除会員7名
長欠会員2名
出席率83.33％
前回出席率 修正なし

本日出席者32名

事前メイク3名

■ 前年度国際奉仕委員会より
・義捐金贈呈について

小向誠一前年度国際奉仕委員長
此の度スリランカを襲った洪水水害は、此の年度伊那中央RCの奨学生であったサン
ギート君の実家も水没し生業であった稀少植物も水に流され、仕送りも定かでなく途
方に暮れて相談してきました。クラブ会員にその事を諮ったところ心温まる義捐金を
会員全員が拠出してくれました。その見舞金をお預かりし伊澤会長と共に信大へと出
向きました。農学部長室では部長先生・信州農林科学振興会理事長さん・外国人留学
生総括担当先生・研究室担当の松島先生・サンギート君が列席のもと、長野日報社・信濃毎日新聞社・伊那
ケーブルテレビ報道関係の取材を受けながら、伊澤会長からサンギート君へ見舞金が手渡され、関係者の方
々から大変大きな感謝の言葉を頂きました。本日の例会で会員皆様に御礼の挨拶にと松島先生とサンギート
君がお出でになられました。
・ご挨拶

信州大学学術研究院農学系准教授 松島憲一様
このたびは当方研究室の大学院生でスリランカからの留学生であるサンギート・ラ
トナヤカさんへ義援金を頂戴しまして、誠にありがとうございました。昨年度の奨学
金に併せまして御礼申し上げます。現地では洪水被害により多くの犠牲者が出ており、
頂いた義援金は彼や彼自身のみならず、地域社会のために使っていきたいと申してお
ります。また、信州大学農学部でも当方研究室（植物遺伝育種学研究室）の有志大学
院生により募金活動も進められております。被害地域のいち早い復興を祈ってやみません。

・ご挨拶

サンギート・ラトナヤカさん
私は昨年から1年間、伊那中央ロータリークラブ様から奨学金を頂いていました。
私の母国であるスリランカでは、今年の5月に大きな洪水があり、約260名が亡くなり、
60万人が住む場所を失いました。私の家も洪水の被害に遭い、家が浸水しただけでな
く、父の仕事の道具や栽培している珍しい植物の流されてしまいました。そのような
時に、伊那中央ロータリークラブ様から、このような手助けをしていただいて、本当
に感謝しています。皆様より寄付していただいた募金は、大切に使って、今後も勉学に励みたいと思います
。本当にありがとうございました。

■ 今年度国際奉仕委員会より 矢野昌史国際奉仕委員長
・7月1日（土）「信州農林科学振興会教育研究等助成金贈呈式」の報告
・来賓挨拶 唐澤敏治伊那中央RC会長
・教育研究審議会委員長〜選考経過報告
・教育助成金贈呈 伊那中央RC教育助成は金根さん（信州大学農学部4年）

・同日「信州大学農学部外国人留学生との交流会及び懇談会」の報告
・挨拶 矢野昌史伊那中央RC国際奉仕委員長
・留学生紹介 16名
・懇談会 留学生との交流、留学生の研究紹介、懇談等
・万歳三唱 駒ケ根RC会長

・今年度支援留学生の紹介
今年度の当クラブ支援留学生は中国からの留学生 金根さんです。担当教官の岡野哲郎教授と共にご来訪
いただきました。一年間よろしくお願い致します。それではお二人からご挨拶をいただきます。

・ご挨拶

岡野哲郎教授
岡野と申します。彼（金さん）は頑張り屋で間違いなく99.9％大学院に行ける力を
持っている学生です。努力して欲しいと思います。

・ご挨拶

金根さん

伊那中央ロータリークラブの皆さんのご支援をいただき大変嬉しく思っております。
これからもよろしくお願いします。

■ 持ち回り理事会の報告

宮澤友浩直前幹事
１．新会員候補者について
２．名誉会員の推戴について

■ 委員会事業計画の発表（パート１）
今期の事業計画について発表しました。（方針・計画等についてはクラブ計画書をご覧ください。）

・唐澤敏治会長

・市川満貞幹事

・田中洋
クラブ運営委員長

・鈴木一比古
ロータリー情報委員長

■点

鐘

・市川修次SAA

・多田浩之出席委員長

13：30

次回例会
点鐘 12:30
場所 海老屋料理店
委員会事業計画発表の続き
伊那RC・伊那R AC 会長・幹事さん来訪予定

7月11日（火）

