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プ	 ロ	 グ	 ラ	 ム ④宮坂宥洪直前ガバナー事務所より	 

	 ⑴松本東 RC 事務局員交代のお知らせが参り

ました。	 

⑵伊那 RC 例会場変更のお知らせが参りまし

た。7 月より、伊那食品工業㈱「くぬぎの

杜」になります。	 

⑶長野北東 RCアドレス変更と HP開設のお知

らせが参りました。	 

事務局ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	 assist@nne-rc.org	 

	 	 	 URL	 http://www.nne-rc.org	 

⑤伊那西高校 IAC より	 

	 ⑴西高祭の招待状・ポスター等をいただきま

した。	 

・西高祭開催日	 7/5（土）～7/6（日）	 

IAC の発表は 7/6（日）です。	 

	 	 ・講堂ステージ発表	 10:20～10:40	 

	 	 ・野外ステージ発表	 13:30～	 

	 	 ・展示	 2 年 2 組教室	 

⑵「伊那西 IAC 留学生交流会」についての案

内と依頼が参りました。	 

	 ・今年も 10 名程度の留学生を招待したい

ので呼びかけ及び人員の確保をよろし

くお願い致します。	 

・日時	 9/13（土）9:30～15:00	 

・会場	 伊那西高校第１会議室	 

・内容	 留学生母国紹介、昼食交流、	 

	 	 	 	 	 IAC による活動発表	 他	 

⑥分水 RC より、記念式典参加時の写真をいた	 

だきました。	 

	 

	 

	 

	 

【お知らせ・７月の行事予定】は	 

裏面ご参照下さい。	 
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ソング 
	 君が代・奉仕の理想・四つのテスト 
ゲスト・ビジター紹介 
新任式 
	 バッジ引継ぎ・記念品贈呈 
	 新役員・理事・委員長の紹介 
	 会長挨拶 
慶祝	 7月誕生日祝い 
食事 
幹事報告 
ニコニコボックス報告 
委員会報告 
出席報告 
会長談話 
支援留学生紹介 
	 ご挨拶	 准教授	 安江恒 様 
	 	 	 	 	 留学生	 沈昱東 様 
委員会事業計画発表（パート１） 
点鐘 
 

幹	 事	 報	 告 
①国際ロータリーより、半期報告書の提出と分

担金の送金依頼が参りました。	 

②国際ロータリー日本事務局より、7 月のロー

タリーレートのお知らせが参りました。	 

	 １ドル＝102 円です。	 

③中川博司ガバナー事務所より	 

	 ⑴ガバナー月信№１とファイルが参りまし

た。	 

	 ⑵「ダメ。ゼッタイ。」普及運動と国連支援

募金活動への協力依頼が参りました。募金

箱を回しますのでご協力をお願い致しま

す。	 
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お	 知	 ら	 せ	 	 

◆７月の行事予定	 

並びにメイクアップ扱いについて	 

（＊印	 メイクアップ扱い）	 

	 	 	 	 1 日（火）初例会（新任式）	 

委員会事業計画発表〈1〉	 

8 日（火）委員会事業計画発表〈2〉	 

伊那 RC より会長・幹事来訪	 	 	 

例会後に合同で挨拶回り	 

＊	 10 日（木）会長・幹事	 伊那 RC へ訪問	 

＊	 11 日（金）第 27 年度会計監査 12:00（事務

所）・最終理事会 18:30（海老屋）	 	 	 	 	 

＊	 13 日（日）第 22 回インターアクト地区大会

（松本歯科大・上高地）	 

15 日（火）全員協議会	 

22 日（火）規定による例会取消	 

＊	 27 日（日）地区補助金説明会（塩尻市）	 

＊	 27 日（日）RLI パート 1（塩尻市）･･予定	 

29 日（火）夜間例会	 18:30 点鐘	 

例会前に理事会	 

	 

〇次週 7/8（火）の例会は、委員会事業報告の

続きを行います。	 

伊那 RC 会長・幹事さんが来訪予定です。	 

〇第 1 期分会費 57,500 円と信大留学生支援金

15,000 円の合計 72,500 円を 7/15（火）に口

座引落させていただきます。	 

ゴルフ部員の皆様は年会費 12,000 円を一緒

に引落させていただきます。	 

よろしくお願い致します。	 

	 

	 

◆会報当番	 

	 7/1	 	 中川博夫会員・井上修会員	 

7/8	 	 伊藤幸明会員・小林富夫会員	 

7/15	 熊谷健会員・橋場正尚会員	 

	 	 7/22	 規程による例会取消	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


