
 
第 1530 回 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 令和 2 年 3 月 24 日 

例 会 プ ロ グ ラ ム  	  	 ・33//2222（日）「米山奨学生終了式•･歓送会」の

中止 	 

・33//2299（日）「RRLLII 卒業コース」の中止 	 

 	  	 ・44//1122（日）「22002200--22002211 年度のための地区研

修•･協議会」中止 	 

⑵「会長エレクト研修セミナー及び地区研修•･

協議会の代替研修」の開催案内が参りまし

た。 	 

 	 ・日時 	 44//1111（土）1111::0000～1155::0000 	 
 	 ・会場 	 塩尻市 	 ホテル中村屋 	 

 	 ・出席対象 	 会長エレクトおよび次期幹事

のみ限定です 	 

 	 ⑶「22002200 学年度米山新規奨学生」の決定連絡

が参りました。 	 

 	  	 ・グェン 	 ティ 	 テュエット 	 ニュンさん 	 

 	  	 ・信大 	 総合理工部農学専攻 	 修士 22年 	 

 	  	 ・期間は 22002200 年 44//11～99//3300 までの 00..55 年 	 
 	  	 ・カウンセラーは宮原英幸会員 	 

⑷ガバナー月信 33月号、財団室ニュース 33月 	 

号、コーディネーターニュース 44月号が参 	 

りました。 	 

④久保田治秀ガバナー補佐より、33//11（日）開

催予定の「上伊那グループ II..MM..」中止のお知

らせが参りました。（中止のため登録料が返

金されました） 	 

⑤脇田博美地区インターアクト委員長より、

44//1199（日）開催予定の「第 2277 回 IIAA 地区研修

協議会（ホスト：伊那西 IIAACC・伊那中央 RRCC）」

中止のお知らせが参りました。 	 

⑥伊那西 IIAACC 顧問 	 木原志保里先生より、33月末

退職の旨、ご挨拶メールをいただきました。 	 

⑦地区ローターアクト草間幹事より「RRAA 第 4433

回地区年次大会」の開催案内が参りました。 	 

 	 ・日時 	 55//99（土）1133::0000～ 	 
 	 ・場所 	 松本市アルピコプラザホテル 	 

 	 ・登録料 	 55,,000000 円 	 

 	 詳細は別紙ご参照の上、参加ご希望の方は事

務局までご連絡ください。 	 

【裏面に続きます⇒】 	 

18:30 
 
 
 
 
 
 
 

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 
次年度地区委員委嘱状の伝達 
慶祝 	 3月誕生祝い 
米山奨学会奨学生終了式グッズの贈呈 
会長談話 
幹事報告 
委員会報告 
理事会報告 
次期委員会構成の発表 
ニコニコ BOX報告 
出席報告 
点鐘 

 
金根さん•･ニュンさんの送別会と親睦会 

 

幹 	 事 	 報 	 告 
①国際ロータリー会長マーク•･ダニエル•･マロ

ーニー氏より、66月開催予定の「22002200 年ロー

タリー国際大会」中止のお知らせが参りまし

た。 	 

②国際ロータリー日本事務局より、33 月のロー

タリーレートのお知らせが参りました。 	 

11 ドル＝111100 円です。 	 

③国際ロータリー第 22660000 地区事務所より 	 

⑴新型コロナウイルス感染防止対応について 	 

・各 RRCC 例会開催についてはロータリークラ

ブ定款を参考に、今後の動向に留意し状況

によりご判断下さい。 	 

・22//2299（土）「次期地区チーム研修セミナー」

「PPEETTSS 及び地区研修•･協議会のための地区 	 

 	  	 指導者打合せ会」の中止 	 

・33//1144（土）「会長エレクト研修セミナー

（PPEETTSS）」の中止 	 

 	 

伊那中央ロータリークラブ 



 
 
 
 

伊那中央ロータリークラブ 

【⇒ 	 幹事報告 	 続き】 	 

⑧伊那 RRCC より、過日開催の「創立 6600 周年記念

式典」参加へのお礼状をいただきました。 	 

⑨長野 RRCC より、過日開催の「第 3311 回 RRYYLLAA 	 iinn 	 

NNAAGGAANNOO」の報告書が参りました。 	 

⑩米山記念奨学会より、ハイライトよねやま 33

月号が参りました。 	 

 	 

◆33 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） 	 

 	 

＊ 	 11 日（日）上伊那グループ II..MM.. 	 

（駒ヶ根市 	 アイパル） 	 

＊ 	 22 日（月）伊那西 IIAACC 特別例会 	 

「33年生送別会」（伊那西高校） 	 

＊ 	 22 日（月）第 2277 回 IIAA 地区研修・協議会の

ための打合せ会（RRCC 事務所） 	 

 	  	 33 日（火）→ 	 11 日（日）II..MM..へ振替 	 

 	  	 1100 日（火）理事会報告•･次期委員会構成発表 	 

＊ 	 1144 日（土）会長エレクト研修セミナー「PPEETTSS」

（塩尻市 	 ホテル中村屋） 	 

 	  	 1177 日（火）規定による例会取消 	 

＊ 	 2222 日（日）米山奨学生終了式・歓送会 	 

（ホテルモンターニュ松本） 	 

2244 日（火）夜間例会 	  	  	 

ニュンさん・金根さん送別の会 	 

＊ 	 2299 日（日）RRLLII 卒業コース 	 

（塩尻市市民交流センター） 	 

3311 日（火）卓話 	 

例会後；理事会 	 

 	 

お 	 知 	 ら 	 せ 	 

○次週の例会は 33//3311（火）1122::3300 から行います。

宮原英幸会員の卓話を予定しています。 	 

 	 3311 日の例会後に理事会を行いますので、役員

理事の皆様はご出席ください。 	 

○44//2211（火）開催予定の「創立記念例会・観桜

会」の案内をお配りしました。会員皆様のご

参加をお願い致します。 	 

 	 出欠票は 44//33（金）までにご返信ください。 	 

 	 

◆会報当番 	 

・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 	 

 	 ・44//1144 	 「友好桜を観る例会」 	 

 	  	  	  	  	 伊澤和男会員・平澤理会員 	 

 	 ・44//2211 	 「創立記念例会・観桜会」 	 

 	  	  	  	  	 市川満貞会員・橋場正尚会員 	 

 	 ・44//2288 	 伊藤好会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・55//55 	  	 法定休日 	 

 	 ・55//1122 	 杉本德治会員・向村祐治会員 	 
 	 ・55//1199 	 松田靖宏会員・平澤理会員 	  	 

 	 ・55//2266 	 「伊那 RRCC との合同夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	 伊澤和男会員・橋場正尚会員 	 

 	 ・66//22 	  	 例会取消 	 

 	  	 ・66//99 	  	 市川満貞会員・兼子展�世会員 	 

 	 ・66//1166 	 伊藤好会員・杉本德治会員 	 
 	 ・66//2233 	 「第 3333 年度最終夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	 松田靖宏会員・向村祐治会員 	 

・66//3300 	 例会取消 	 


