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例 会 プ ロ グ ラ ム ⑷入会見込み者向け案内パンフレット「友と 	 

歩む 	 地球と歩む」が参りました。 	 

・会員増強のためご活用ください。 	 

・地区会員増強委員会では、既存会員の皆 	 

様がより勧誘しやすくなるためのツール 	 

の開発を検討中です。「こんなものがある 	 

と助かる」等のアイデアがありましたら 	 

ご提案をお願い致します。 	 

⑸諏訪地域ローカル紙「長野日報」特集記事 	 

の掲載紙が参りました。 	 

・ロータリークラブとライオンズクラブの 	 

両ガバナーの対談企画です。 	 

・ライオンズとともにロータリーの存在を 	 

地域の多くの方に示し、また興味を持っ 	 

てもらえる機会の提供としての意味はあ 	 

ったかと思われます。 	 

・参考資料としての新聞記事の掲載紙をお 	 

送り致します。 	 

※回覧しますのでご覧ください。 	 

⑹「ダメ。ゼッタイ。」普及運動用資材の活用 	 

について案内が参りました。 	 

 	 ・ポスター等の掲示と薬物乱用防止の呼び 	 

かけをお願い致します。 	 

 	 ・併せて実施いたします国連支援募金活動 	 

にご協力をお願い致します。 	 

 	  	 ※募金箱を回しますので、ご協力をよろし 	 

くお願い致します。 	 

22..米山記念奨学会より「22002211--22002222 年度 	 上期普

通寄付のお願い」が参りました。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

『お知らせ』等は 	 

裏面ご参照ください。

⇒ 	 

12:30 
 
 
12:35 
12:40 
 
 
12:45 
 
 
12:48 
 
12:50 
 
12:52 

点鐘 
ソング「我等の生業」 
ゲスト・ビジター紹介 
会長談話 
ご挨拶 
 	 伊那 RC会長 平澤泰斗様 
 	 伊那 RC幹事 小河節郎様 
ご紹介 
 	 伊那食品工業（株）小岩井沙織様 
 	 伊那食品工業（株）千村香里様 
幹事報告 
委員会報告 
ニコニコ BOX報告 
出席報告 
委員会事業計画発表（前回の続き） 
点鐘 

幹 	 事 	 報 	 告 
11..国際ロータリー第 22660000 地区より 	 

⑴静岡県熱海豪雨災害に対する義援金の件に 	 

ついて連絡が参りました。 	 

・第 22662200 地区小林ガバナーより、義援金口 	 

座を開設し支援金を募る旨の連絡があり 	 

ました。つきましては第22660000地区として、 	 

災害義援金口座より5500万円を義援金とし 	 

て送ることと致しましたのでご報告させ 	 

ていただきます。ご理解・ご協力を賜り 	 

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 	 

⑵地区資金等の納入依頼が参りました。 	 

会員一人 1122,,330000 円です。 	 

 	  	 地区資金 	 1122,,000000 円 	 

 	  	  	  	 全国関係協力金 	 330000 円 	 

⑶第 22882200 地区で実施される「ロータリー地球 	 

環境保全プロジェクト」の紹介が参りまし 	 

た。下記 UURRLL よりご覧ください。 	 

hhttttppss::////wwwwww..rriidd22882200rroottaarryy..cclluubb//

hhoommee 	 

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 	  	 

 	 

◆今週の予定 	 

・本日 	 伊那 RRCC 合同 	 会長•･幹事挨拶回り 	 

（名誉会員の皆様、各報道機関へ） 	 

・本日 	 第 3344 年度会計監査・最終理事会 	 

・1155 日 	 会長•･幹事 	 伊那 RRCC 例会訪問 	 

・IIAA 地区大会実行委員による 	 

上伊那グループ各 RRCC 例会訪問 	 

 	 

 	 

◆会報当番 	 

・77//1133 	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	 ・77//2200 	  	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

 	 ・77//2244（土）「インターアクト地区大会」 	 

 	  	  	  	  	 出席会員の方々 	 

 	 ・77//2277 	 「夜間例会」 	 

小川秋實会員・田中洋会員 	 

 	 ・88//33 	  	 「アオギリ例会」 	 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

 	  	 ・88//1100 	 休会 	  	 

 	 ・88//1177 	 「マレット・納涼家族例会」 	 

 	  	  	  	  	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・88//2244 	  	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	 ・88//3311 	 振替 	 

 	 ・99//77 	  	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

 	 ・99//1144 	 休会 	 

 	 ・99//2211 	 「ガバナー補佐事前訪問」 	 

小川秋實会員・田中洋会員 	 

 	  	 ・99//2288 	 「ゴルフ・夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

 	  	 ・1100//55 	 「ガバナー公式訪問」 	 

 	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	  	 ・1100//1122 	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	  	 ・1100//1199 	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

 	  	 ・1100//2244（日）「市民の森整備作業」 	 

 	  	  	  	  	 小川秋實会員・田中洋会員 	 

○本日例会終了後 1144::0000 から、第 3344 年度会計

監査を行います。1188::3300 から、第 3344 年度最終

理事会を行います。 	 

関係各位のご出席をお願い致します。 	 

○次週 77//2200（火）の例会は、全員協議会「IIAA

地区大会について」とリモート準備例会を行

います。 	 

 	 ・当日例会場でデモンストレーションを兼ね 	 

て ZZoooomm の利用説明をさせていただきます。 	 

・「例会場で参加」と「ZZoooomm で参加」を併用 	 

して行いますので、どちらかご都合の良い 	 

方法でご参加ください。 	 

・「例会場で参加」の方の昼食は弁当持ち帰 	 

りとさせていただきます。 	 

○77//2200（火）例会の出欠席については、77//1155（木） 	 

までに事務局へご返信ください。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 


