
 
第 1512 回 	 【地区補助金事業・市民の森整備事業】 	  	 令和元年 10 月 22 日（火・祝） 

例 会 プ ロ グ ラ ム ③22001177--22001188 年度上伊那グループガバナー補佐

吉澤様より「パストガバナー補佐会」の開催

案内が参りました。 	 

 	  	 ・日時 	 1111//1144（木）1188::1155～ 	 
 	  	 ・場所 	 燈火 	 

 	  	 ・会費 	 55,,000000 円 	 

④米山記念奨学会より「ハイライトよねやま 1100

月号」が参りました。 	 

⑤伊那商工会議所より「第 2288 期新役員・新議

員との懇親会」の開催案内が参りました。 	 

 	  	 ・日時 	 1111//11（金）1188::0000～ 	 
 	  	 ・場所 	 信州 IINNAA セミナーハウス 	 

 	  	 ・会費 	 55,,000000 円 	 

⑥信州農林科学振興会より「研究報告講演会」

の開催案内が参りました。 	 

 	  	 ・日時 	 1111//1133（水）1100::3300～ 	 
 	  	 ・場所 	 信大農学部 	 食と緑の科学資料館 	 

⑦上田 RRCC より、会報をいただきました。 	 

⑧東日観光((株))より「22002200 年国際ロータリー年

次大会（ホノルル大会）参加旅行」の募集案

内が参りました。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

「お知らせ」は裏面ご参照下さい。 	 

9:00～ 	 市民の森整備（於:ますみヶ丘平地林） 
12:30～ 	 例会（於：鳩吹公園ポッポ館） 

12:30 
 
 
12:35 
12:40 
12:45 
 
 
13:00 

点鐘 
ソング「我等の生業」 
ゲスト・ビジター紹介 
会長談話 
幹事報告 
委員会報告 
ニコニコ BOX報告 
出席報告 
点鐘 

幹 	 事 	 報 	 告 
①国際ロータリー日本事務局より、1100 月のロー

タリーレートのお知らせが参りました。 	 

11 ドル＝110088 円です。 	 

②国際ロータリー第 22660000 地区事務所より 	 

 	 ⑴「台風 1199 号の被害調査と支援活動等につ

いての意見・要望調査」が参りました。 	 

⑵「在籍 5500..4400..3300..2200 年の調査依頼」が参り

ました。当クラブは池田幸平会員•･在籍 3300

年、伊澤和男会員•･在籍 2200 年のガバナー賞

表彰となります。 	 

⑶「22001188--22001199 年度 RRII 会長賞受賞」の案内が

参りました。地区大会にて表彰されます。 	 

⑷「RRLLII パート 33」の開催案内が参りました。 	 

 	  	 ・日時 	 1111//1100（日）99::0000～ 	 
 	  	 ・場所 	 塩尻市市民交流センター 	 

 	  	 ・参加料 	 33,,000000 円 	 

⑸「財団室ニュース 1100 月号」が参りました。 	 

⑹「経済と地域社会の発展�月間リソースの案

内」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 	 ◆会報当番 	 

 	 ・1100//2222（火・祝）市民の森整備作業 	 

 	  	  	  	  	 市川満貞会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・1100//2277（日）「地区大会」 	 

 	  	  	  	  	 伊藤好会員・杉本德治会員 	 
 	 ・1100//2299 	 振替 	 

 	 ・1111//55 	 松田靖宏会員・向村祐治会員 	 

 	 ・1111//1122「職場訪問例会」 	 

 	  	  	  	  	 伊澤和男会員・平澤理会員 	 

 	 ・1111//1199 	 市川満貞会員・橋場正尚会員 	 

 	 ・1111//2266 	 伊藤好会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・1122//33 	  	 杉本德治会員・向村祐治会員 	 
 	 ・1122//1100 	 松田靖宏会員・平澤理会員 	 

 	 ・1122//1177「年末家族例会」 	 

 	  	  	  	  	 伊澤和男会員・橋場正尚会員 	 

 	 ・1122//2244 	 市川満貞会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・1122//3311 	 特別休会 	 

 	 ・11//77 	  	 例会取消 	 

 	 ・11//1144 	 「新年初例会・夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 伊藤好会員・杉本德治会員 	 
 	 ・11//2211 	 松田靖宏会員・向村祐治会員 	 

 	 ・11//2288 	 伊澤和男会員・平澤理会員 	 

・22//44 	  	 市川満貞会員・橋場正尚会員 	 

 	 ・22//1111 	 法定休日 	 

 	 ・22//1188 	 伊藤好会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・22//2255 	 杉本德治会員・向村祐治会員 	 
 	 ・33//11（日）「上伊那グループ II..MM..」 	 

 	  	  	  	  	 松田靖宏会員・平澤理会員 	 

 	 ・33//33 	  	 振替 	 

 	 ・33//1100 	 伊澤和男会員・橋場正尚会員 	 

 	 ・33//1177 	 例会取消 	 

 	 ・33//2244 	 「夜間例会」 	 

市川満貞会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・33//3311 	  	 伊藤好会員・杉本德治会員 	 
 	 ・44//77 	  	 松田靖宏会員・向村祐治会員 	 

 	 

○1100//2266（土）・2277（日）は 22001199--22002200 年度地区

大会が、まつもと市民芸術館にて開催されま

す。 	 

 	 1100//2277（日）に伊那 RRCC と乗合いでチャーター

バスが出ますので、ご参加の皆様はよろしく

お願い致します。 	 

○例会場での次回例会は 1111//55（火）1122::3300 点鐘

です。新会員入会式を行う予定です。 	 

55 日の例会終了後に 	 

・クラブ協議会（地区大会後）と理事会（1100

月分）を行います。 	 

 	 ・ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員

会の合同委員会を行います。 	 

 	 

◆次回例会までの予定 	 

 	 1100//2244（木）ゴルフ部コンペ 	 

 	 1100//2266（土）～2277（日）地区大会（松本市） 	 
 	 1100//2299（火）→地区大会へ振替のため休会 	 

 	 1100//3311（木）指名委員会（1188::3300～海老屋） 	 
 	 1111//11（金）商工会議所懇親会（1188::0000～æｾ–ﾐ≈ﾅ∞ｰ） 	 
 	 1111//44（月・祝）伊那 RRCC と合同ゴルフコンペ 	 


