
 
第 1361 回	 	 【第 30 年度初例会】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 7 月 5 日 
12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食 
事 
中 

 
13:00 
 
 
13:30 

点鐘 
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 
	 襟章引継ぎ・退任記念品贈呈 
	 新役員・理事・委員長の紹介 
	 30周年実行委員長・正副委員長紹介 
入会式 
原俊和会員･原一馬会員･山田光洋会員 
慶祝	 7月誕生日祝い 
食事 
ニコニコ BOX報告 
幹事報告 
委員会報告 
出席報告 
会長談話 
ロータリーの友紹介 
委員会事業計画発表（パート１） 
点鐘 

⑹「RLI パート 1」の案内が参りました。	 

	 ・日時	 7/31（日）9:00～	 

	 ・場所	 塩尻市市民交流センター	 

	 ・参加料	 3,000 円	 

⑺クラブ会員数他報告依頼が参りました。	 

⑻地区プログラムが参りました。	 

③地区インターアクト委員長より	 

	 ⑴「インターアクト地区委員会」開催案内

が参りました。	 

	 	 ・日時	 7/16（土）14:00～	 

	 	 ・場所	 松本商工会館	 

	 ⑵「インターアクト夏期合宿」開催案内が

参りました。	 

	 	 ・期日	 8/3（水）～8/4（木）	 

	 	 ・場所	 大町温泉郷	 黒部観光ホテル	 

	 	 ・テーマ『連帯～新たなインターアクト	 

活動を模索する～』	 

	 	 ・登録料（1名あたり）	 

	 	 	 	 IA クラブ員	 	 	 5,000 円	 

	 	 	 	 顧問教師	 	 	 	 	 8,000 円	 

	 	 	 	 ロータリアン	 12,000 円	 

④小林孝行直前ガバナー補佐より「任期満了

御礼のご挨拶」をいただきました。	 

⑤社会福祉法人たかずや福祉会	 登内孝理事

長より「就任のご挨拶」を、児童養護施設

たかずやの里	 菅雄峰施設長より「就任の

ご挨拶」をいただきました。	 

⑥米山記念奨学会より「2016 年度上期普通

寄付金のお願い」が参りました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

〈お知らせ〉は裏面ご参照ください。	 

幹	 事	 報	 告 
①国際ロータリー日本事務局より、7 月のロータ

リーレート変更のお知らせが参りました。	 

1 ドル＝102 円です。	 

②国際ロータリー第 2600 地区事務所より	 

⑴望月宗敬直前ガバナーより「任期満了御礼の	 

ご挨拶」を、原拓男ガバナーより「ガバナー	 

就任のご挨拶」をいただきました。	 

⑵ガバナー月信№１とファイルが参りました。	 

⑶2016-17 年度地区補助金承認のお知らせが参

りました。当クラブへの補助金配分額は

2,580 ドルです。	 

⑷「地区補助金説明会」の案内が参りました。	 

	 ・日時	 7/24（日）13:30 受付	 14:00 開会	 

	 ・場所	 松本大学	 

⑸ロータリー財団第 2 ゾーンニュース、財団室

ニュース、寄付・認証 RC の手引き等が参りま

した。	 

伊那中央ロータリークラブ 



 
 
 

伊那中央ロータリークラブ 

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）	 

	 	 	 	 	 

＊	 2 日（土）～3日（日）伊那西高校西高祭	 

（IAC 発表会・3日）	 

5 日（火）初例会（新任式）	 

新会員入会式	 3 名	 

委員会事業計画発表〈1〉	 

＊	 9 日（土）信大留学生助成金贈呈式・交流会

（信州大学）	 

12 日（火）委員会事業計画発表〈2〉	 

新会員入会式	 1 名	 

伊那 RC・RAC 会長・幹事来訪	 

例会後：合同で挨拶回り	 

＊14 日（木）会長・幹事伊那 RC へ訪問	 

＊14 日（木）12:00	 会計監査（事務所）	 

	 	 	 	 	 18:30	 第 29 年度 終理事会	 

19 日（火）特別休会	 

＊20 日（水）会員増強委員会兼新入会員歓迎会	 

＊22 日（金）創立 30 周年各正副委員長会	 

＊24 日（日）地区補助金説明会（松本）	 

26 日（火）決算報告	 

	 	 	 	 例会後：理事会	 

＊31 日（日）RLI パート 1（塩尻）	 

	 	 

	 

8 月 2 日（火）アオギリ例会（会場・時間等

詳細は後日ご連絡致します）	 

＊	 8 月 3 日（水）～4日（木）	 

インターアクト夏期合宿（大町）	 

8 月 9 日（火）クラブフォーラム（会員増強）	 

	 

	 

	 

○次週 7/12（火）の例会は、新会員入会式と委

員会事業計画発表の続きを行います。	 

	 伊那 RC 会長・幹事さん、伊那 RAC 会長・幹

事さんが来訪予定です。	 

○橋爪会員より、書き損じハガキを沢山いただ

きました。	 

○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 7/25（月）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。	 

	 新会員の皆様は、口座振替の手続き終了後に

引落させていただきます。引落日・金額は改

めてご連絡致します。	 

	 

◆今週の予定	 

	 7/9（土）信大留学生助成金贈呈式・交流会	 

	 

◆会報当番	 

・7/5	 	 松田靖宏会員・多田浩之会員	 

	 ・7/12	 清水吉治会員・田中洋会員	 

	 ・7/19	 休会	 

	 ・7/26	 網野裕美会員・原誠会員	 

	 ・8/2	 「アオギリ例会」	 

	 	 	 	 	 市川満貞会員・平澤理会員	 

	 ・8/9	 	 唐澤稔会員・吉原弘明会員	 

	 ・8/16	 休会	 

	 ・8/23	 小林富夫会員・松田靖宏会員	 

	 ・8/30	 「マレットゴルフ・納涼例会」	 

	 	 	 	 	 多田浩之会員・清水吉治会員	 

	 ・9/6	 	 田中洋会員・網野裕美会員	 

	 ・9/10（土）「バッティングマシン贈呈式」	 

原誠会員・市川満貞会員	 

	 ・9/13	 振替	 

	 ・9/20	 「ゴルフ例会」	 

	 	 	 	 	 平澤理会員・唐澤稔会員	 

	 	 ・9/27	 吉原弘明会員・小林富夫会員	 


