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例 会 プ ロ グ ラ ム ⑶「地区補助金管理セミナー（次年度事業説 	 

明会）」の案内が参りました。 	 

 	  	 ・日時 	 1122//1122（日）1133::3300〜1155::0000 	 

 	  	 ・場所 	 オンラインセミナー 	 

⑷第11回国際ロータリー会長主催会議の視聴 	 

用 UURRLL 変更のお知らせが参りました。 	 

新）https://youtu.be/f3wwQh7sdXQ 	 
⑸第 5500 回ロータリー研究会講演会の「オン 	 

ライン視聴」の案内が参りました。 	 

・日時 	 1122//88（水）1155::0000〜1166::4455 	 

 https://ri-seminar.com/ 
33..松田ガバナー補佐より、ロータリー奉仕デー

「クリーンアップ天竜川大作戦」開催協力へ 	  	 

の御礼状をいただきました。 	 

44..米山記念奨学会より、ハイライトよねやま 1111 	 

月号が参りました。 	 

55..信州農林科学振興会より「令和 33年度研究報 	 

告講演会」の案内が参りました。 	 

・日時 	 1111//3300（火）1100::2255〜 	 

・場所 	 信大農学部「ゆりの木」研修室１ 	 

＊詳細はプログラムをご参照ください。事前 	 

予約は不要です。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	  	  	 

 	 

 	 

 	 

【お知らせ】は裏面ご参照ください。
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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 
慶祝 	 11月の誕生祝い 
ニコニコ BOX報告 
食事 
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 
クラブフォーラム｢職業･社会奉仕委員会｣ 

・卓話 
平澤林産有限会社 

 	  	 代表取締役社長 	 平澤照雄様 
点鐘 

幹 	 事 	 報 	 告 
11..国際ロータリー日本事務局より、1111 月のロー 	 

タリーレートのお知らせが参りました。 	 

11 ドル＝111144 円 	 

22..国際ロータリー第 22660000 地区事務所より 	 

⑴ガバナー月信 1111 月号、ロータリー財団月 	 

間リソースの案内、財団室ニュース 1111 月 	 

号、コーディネーターニュース 1122 月号が 	 

参りました。 	 

⑵「地区職業奉仕セミナー」の再案内が参り 	 

ました。 	 

・日時 	 1111//2288（日）1133::0000〜1155::3300 	 

・形式 	 会場対面とオンライン併用 	 

・場所 	 諏訪市 	 ホテル紅や 	 

・内容 	 44 人の行政長と桑澤ガバナーに 	 

よるパネルディスカッション 	 

・詳細は下記ポータルサイトをご覧下さい。 	 

https://www.ri2600kuwazawa 
21-22.club/VSseminar 

 	 ※登録はポータルサイトから、多数の皆様の 	 

ご参加をお願い致します。 	 

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 	 

・1111//1166 	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・1111//2233 	 法定休日 	 

 	  	 ・1111//3300 	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	  	 ・1122//77 	  	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

 	 ・1122//1144 	 小川秋實会員・田中洋会員 	 

 	 ・1122//2211「年末家族例会」 	 

 	  	  	  	  	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

 	 ・1122//2288 	 休会 	 

・11//44 	  	 休会 	 

 	 ・11//1111 	 「新年初例会・夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	  	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・11//1188 	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	 ・11//2255 	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

・22//11 	  	 小川秋實会員・田中洋会員 	 

・22//88 	  	 休会 	 

 	 ・22//1155 	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

・22//2222 	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・33//11 	  	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	  	 ・33//88 	 「夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

 	 ・33//1133（日）「上伊那グループ II..MM..」 	 

 	  	  	  	  	 小川秋實会員・田中洋会員 	 

 	 ・33//1155 	 振替 	 

・33//2222 	 休会 	 

 	 ・33//2299 	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

・44//55 	  	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・44//1122 	 「友好桜を観る例会」 	 

 	  	  	  	  	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	 ・44//1199 	 「創立記念例会・観桜会」 	 

 	  	  	  	  	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

・44//2266 	 休会 	 

 	 ・55//33 	  	 法定休日 	 

・55//1100 	 小川秋實会員・田中洋会員 	 

 	 ・55//1177 	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

 	 ・55//2222（日）「地区大会」 	 

 	  	  	  	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・55//2244 	  	 振替 	 

○本日例会後、親睦活動・友好委員会を行いま

すので関係各位のご出席をお願い致します。 	 

○次週 1111//2233（火・祝）は法定休日のため例会

は休会となります。 	 

○次回の例会は 1111//3300（火）です。クラブフォ

ーラム「ロータリー財団委員会」と「米山記

念奨学委員会」を行います。 	 

・「例会場で参加」と「ZZoooomm で参加」を併用 	 

して行いますので、どちらかの方法でご参 	 

加ください。 	 

 	  	 ・例会後に理事会を行いますので、理事の皆 	 

様はできるだけ例会場でのご参加をお願 	 

い致します。 	 

・本日配布の出欠表は 1111//2255（木）までにご 	 

返信ください。 	 

 	 

 	 

◆次回例会までの予定 	 

・1111//2233（火・祝）伊那西 IIAACC・東海大付属諏訪

IIAACC と信大留学生との交流会 	 

・1111//2288（日）地区職業奉仕セミナー 	 

 	 


