
 
第 1539 回 	 （例会場での開催は自粛） 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 令和 2 年 6 月 9 日 

会 	 長 	 談 	 話 ⑷ロータリー親睦活動月間リソースの案内

が参りました。 	 

⑸国際ロータリー日本事務局からの「例会の

開催方法・出席について」が参りました。 	 

・全てのクラブは、どのように例会を行うか

をクラブご自身でお決めいただけます。 	 

・標�準ロータリークラブ定款第 7条にあるよ
うに、予定していた例会を取消することを

検討していただく事も可能です。 	 

・その時の地元や政府等による要請や勧告、

状況等に鑑み、適宜ご検討下さい。 	 

③久保田ガバナー補佐より「2021-2022年度ガ
バナー補佐候補者推薦委員会」についての案

内が参りました。 	 

 	 ・例年は委員会を開催しておりますが、今回

は委員会を開かず、推薦書での承認をお願

い致します。 	 

④信州農林科学振興会より「伊那中央 RC教育 	 
助成金受給者の推薦」が参りました。 	 

・√ﾃfiﾞ®ｨÀﾋflﾟ√ﾃ®ｨ 	 ≥ｳfiﾞ®ｨ¿ﾀ∞ｰ≈ﾅπｹfiﾞ 	 ªｻ›ﾝºｼfiﾞ∞ｰ‹ﾜ 	 ÃﾌflﾟÃﾌfiﾞƒﾄfiﾞ©ｩ 	 ∏ｸœﾏ◊ﾗさん 	 

・スリランカ 	 男 	 34歳 	 
・信大大学院 	 総合医理工学研究科 	 博士 1年 	 
⑤更埴 RC・佐久コスモス RCの例会場・事務
所移転のお知らせが参りました。 	 

⑥米山記念奨学会・ロータリーの友・ロータリ

ー文庫 	 各事務所より 6/30までの在宅勤務・
時短・時差通勤等のお知らせが参りました。 	 

⑦伊那保健福祉�事務所「令和 2年度 6・26ヤン
グ街頭キャンペーン」中止のお知らせが参り

ました。 	 

⑧第 44 回手話で結ぶ友の集い実行委員会よ
り、同集いの開催中止のお知らせが参りまし

た。 	 

 	 

 	 

次ページ「委員会報告」へ続きます 	 

⇒ 	 

6 月に入り、今月 30 日をもって現年度の役
員・理事を終えることになります。次年度の役

員・理事の皆さんには新型コロナと共存しなが

らの運営になるかと思いますがよろしくお願

いします。 
 	 伊那市においては、宿泊・飲食業の通常営業

へ、小・中学校の分散登校、時差登校から通常

登校へ、と明るい兆しが見えてきました。また、

プロ野球は 6 月 19 日から、サッカーＪ2 も 6
月 27 日からと、いずれも無観客で開催すると
発表がありました。野球、サッカーが先頭を切

って本格的に動き始めたことは、他のスポーツ

にも波及し、皆が元気になることは間違いない

と思います。 
 	 5月をもって収束し次のステージに入ってい
るわけですが、新型コロナウイルス感染の第 2
波と思われる感染が北九州市に発生しました。

ここ数日で小・中学校生徒の 10 名程の感染者
が発生したもので、第 2波・3波への備えは重
要です。新型コロナ終息には 1年以上かかると
言われ、経済が元に戻るのに 2～3 年かかると
いう厳しい指摘もあります。一人一人の感染防

止への自覚と行動が大切です。 
6 月の当クラブ例会は、9 日は休止ですが、

16、23、30日は例会を行うことになりました。
多くの会員の出席をお願いしますが、体調の悪

い方、熱のある会員は無理をせず、自宅待機で

お願いします。 	  	  	  	  	 ［会長 	 唐澤千明］ 
幹 	 事 	 報 	 告 

①国際ロータリー日本事務局より、6月のロー
タリーレートのお知らせが参りました。 
1ドル＝108円です 
②国際ロータリー第 2600地区事務所より 
⑴次年度 RLI中止のお知らせが参りました。 
⑵次年度 RYLA（9/26§､27開催予定）中止の
お知らせが参りました。 	 

⑶財団室ニュース 6月号が参りました。 
伊那中央ロータリークラブ 



 
 
 

伊那中央ロータリークラブ 

委 	 員 	 会 	 報 	 告 お 	 知 	 ら 	 せ 	 

①5/28（木）上伊那グループ次年度会長・幹事
会の報告 	  	  	  	 ［会長エレクト 藤澤健二］ 
5 月 28 日(木)13 時半より 40 分程ですが、
ZOOMにて、上伊那グループ次年度会長・幹
事会が行われ、山田次期ガバナー補佐の挨拶

と、司会から始まり、自己紹介と確認事項の

摺合せを行いました。 
個人的に、初めての ZOOM にての話し合い

でしたが、対面での話し合いと違い、何方か

が話しをしている際には、相手を尊重し、タ

イミングを図りながら応答をする。そんな感

想を持ちました。 
②5/31（日）オンライン・ミーティングの報告 	  	  	 

［幹事 市川修次］ 
5月 31日（日）午前 11時から 12時まで、
古川ガバナー主催による上伊那グループ会

長・幹事による「Zoom による会議を体験す
る事」を主眼としてオンライン・ミーティン

グが開催されました。 
出席者は、古川ガバナー、久保田ガバナー補

佐、山田次期ガバナー補佐を始めとして 13
名、当クラブからは唐澤会長、太田 SAA、多
田次期幹事、宮下次期 SAA と私の計 5 名で
出席しました。 
会議では、コロナ下での各クラブの活動内

容、コロナの影響による困窮者への奉仕活動

等についての話し合いが行われました。 
「Zoomによる会議開催」については、例会や
理事会をすでに行っているクラブや、会長・

幹事・SAA・事務局による打合せを行ってい
る私どもクラブ等、上伊那グループが最も進

んでいるとの話が古川ガバナーよりありま

した。 
久保田ガバナー補佐、山田次期ガバナー補佐

からは、6 月の中で例会が開催される予定で
あれば未訪問のクラブには挨拶に訪問した

い意向との話がありました。 

○本日（6/9）は例会休止です。 	 
○次週 6/16（火）は 12:30から例会場にて例会
を行います。時短を心掛け、お昼は持ち帰り

用弁当を準備します。 	 

 	 4•･5•･6月の誕生祝い、今年度の皆出席祝い等
を行います。 	 

○コロナ禍の支援に対するアンケートにご協

力をお願い致します。 	 

 	 6/12（金）までに事務局までご提出ください。 	 
 	 

○次年度役員理事の皆様へ 	 

本日（6/9）13:30から例会場にて「次年度ク
ラブ協議会」を開催致します。関係各位はご

出席ください。 	 

都合により欠席される場合は、代理の方の出

席をお願い致します。 	 

 	 

○現・次年度役員理事の皆様へ 	 

 	 6/16（火）の例会終了後、現・次年度合同理
事会を行いますのでご出席ください。 	 

 	 合同理事会の前にお弁当の時間をとります

のでよろしくお願い致します。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

次ページ「コラム欄」へ続きます 	 ⇒ 	 
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４月１日付で伊那福徳商事の社長を退任しました。伊那信用金庫に 	 

入庫して以来４５年サラリーマン生活を送って来ましたが、いよいよ 	 

今月が最後の月となりました。 	 

現在、引き継ぎ中でありますがコロナ感染症対策もあり、お客様訪問を 	 

控えて来ました。非常事態宣言も解除され、徐々に訪問を始めたところで 	 

あります。 	 

６月は会員としても最後の月となり、今月３０日の夜間例会をもって 	 

退会となります。２年間と短い期間でありましたが、自分なりに精一杯 	 

活動して来たつもりです。新年度からは、新社長の加藤篤にバトンタッチ 	 

しますので今後とも宜しくお願い致します。 	 

短い間でしたが、勉強することも多々あり有意義な時間でした。 	 

大変お世話になり有難うございました。 	 

林 	 泰一 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

コロナの終息の雰囲気が感じられる今日この頃ですが、まだまだ 	 

気を抜いてはいけませんね。 	 

２月初めにＲＣの仲間で留学生ニュンさんの故郷のベトナムに 	 

行ってきましたが、当時はまだ中国だけのコロナでしたがその後 	 

すぐに渡越禁止となりました。 	 

我社でもベトナム人実習生を採用しようと色々準備していましたが、 	 

このコロナの影響で日本に来られなくなり、また見通しも見えない 	 

状態です。早く元の世界に戻ってほしいです。 	 

早くベトナムに帰りたいです。 	 

宮澤豊和 	 

 	 

 	 

次ページへ続きます 	 ⇒ 	 
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伊那中央ロータリークラブの皆さんに支援をいただいている「い～なちゃんソフト 	 
ボールクラブ」について、ご報告をさせていただきます。 	 

コロナの影響が大きく 3月から活動を自粛しておりましたが、5月 23日に何とか 	 
練習再開というところまでこぎつけることができました。 	 

 	  	  	 昨年卒団をした 6年生も通常であれば白鳥孝伊那市長・唐澤稔伊那市会議員を 	 
お招きして 3月初旬に卒団式を行っておりましたが、密になることを避け卒団式は 	 
やむを得ず中止、5年生、6年生とその保護者のみで記念品贈呈式をグランドで行う 	 
という少し寂しい形となりました。 	 

 	  	  	 4月に予定をされていた大会は例年長野市で開催されていましたが中止となり、 	 
新チームとしての公式戦スタートも現在は切ることができていません。今後の予定も 	 

まだまだはっきりしない中で子どもたちも戸惑いながら練習を再開したという状況です。 	 

 	  	  	 ただ、昨年末から新しいメンバーも加わり、17名のメンバーで最近出場できていな 	 
い全国大会出場を目標�に頑張って練習をしています。 	 

 	  	  	 今後とも伊那中央ロータリークラブの皆様には引き続きのご支援をいただければ、 	 

より一層の励みになると思います。 	 

機会があればまた近況などご報告させていただきます。 	 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 い～なちゃんソフトボールクラブ 	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 保護者 	 小椋文成 	 

 	 

 	 

 	  	  	  	 昨年卒団のメンバーと今年の 6年生です。 	 
 	 


