
 
第 1615 回 	 【リモート例会】 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 令和 4 年 3 月 29 日 

例 会 プ ロ グ ラ ム  	 ⑸「地区大会 iinn 諏訪湖」の開催案内が参り 	 

ました。 	 

・期日 	 55//2222（日）※会長•･幹事は前日より 	 

・会場 	 岡谷市カノラホール 	 

・テーマ¢｢女性のエンパワメントを考える£｣ 	 

・登録料 	 会員 11名あたり 66,,000000 円 	 

((33//3311 現在会員数で 110000％登録)) 	 

＊詳細はメールでご案内致しましたので 	 

お目通しください。（33//1166 付送信） 	 

 	  	 ＊会員皆様のご参加をお願い致します。特 	 

に、入会 55年未満の皆様は 2222 日が参加 	 

義務になっていますので、できるだけ都 	 

合をつけてご参加ください。 	 

 	  	 ＊出欠回答の〆切が本日となっています。 	 

まだ提出されていない方は本日中に事 	 

務局までご連絡ください。 	 

 	 ⑹「国際大会・日本人親善朝食会」の案内が 	 

参りました。 	 

33..米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」 	 

が参りました。 	 

44..上記、地区事務所等からの連絡事項を会員の 	 

皆様にメール転送させていただきました。今 	 

後も例会時に回覧できない時は転送致しま 	 

すので、ご確認をよろしくお願い致します。 	 

55..書き損じハガキの回収運動にご協力ありが 	 

とうございました。550000 円切手 2299 枚・110000 円 	 

切手 11枚・1100 円切手 11枚に交換し、日本ユネ 	 

スコ協会連盟へ送付致しました。 	 

66..伊那商工会議所より「伊那節まつり祭事」の 	 

開催案内が参りました。 	 

・日時 	 44//55（火）1133::3300～ 	 
・場所 	 伊那公園 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

裏面に続きます。⇒ 	 

12:30 
 
12:33 
12:40 
 
12:48 
13:00 
13:15 
 
13:18 

点鐘 
ゲスト・ビジター紹介 
会長談話 
幹事報告 
委員会報告 
ロータリーの友紹介 
留学生送別の会 
ニコニコ BOX報告 
出席報告 
点鐘 

幹 	 事 	 報 	 告 
11..松田ガバナー補佐より、II..MM..参加への御礼状 	 

が参りました。 	 

22..国際ロータリー第 22660000 地区事務所より 	 

⑴「22002222--22002233 年度のための地区研修・協議

会」の開催案内が参りました。 	 

 	 ・日時 	 44//1100（日）1133::0000～1166::3300 	 
 	 ・方法 	 ZZoooomm オンライン 	 

 	 ＊出席対象の方々は、登録申込・資料ダウ 	 

ンロード・当日の会議参加を各々でポー 	 

タルサイトから行ってください。 	 

登録申込の〆切は 33//3311（木）です。 	 

⑵「第 3322 回 RRYYLLAA」の開催案内が参りました。 	 

 	 ・テーマ『リーダーになる！』 	 

 	  	  	  	  	  	 ～1100 年後、2200 年後の信州へ～ 	 
 	 ・日時 	 55//1144（土）99::0000～2211::0000 	 
 	  	  	  	  	 55//1155（日）77::3300～1177::0000 	 
 	 ・会場 	 アルピコプラザホテル（松本）の 	 

現地参加とオンライン参加併用 	 

 	  	 ・協賛金 	 各 RRCC 会員 11名あたり 11,,000000 円 	 

 	  	 ・登録料 	 青少年は無料 	 

 	  	  	  	  	  	  	 ロータリアンは 11名 1100,,000000 円 	 

（各 RRCC11 名以上登録） 	 

⑶「ウクライナ支援に対する当地区の対応に 	 

ついて」の連絡が参りました。 	 

 	 ⑷「財団室ニュース」33月号と号外が参りま 	 

した。 	 

伊那中央ロータリークラブ 



 
 
 
 

お 	 知 	 ら 	 せ  	 ◆会報当番 	 

・44//55 	  	 田中真人会員・中川博夫会員 	 

 	 ・44//1122 	 「創立記念例会」 	 

 	  	  	  	  	 伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

 	 ・44//1199 	 「友好桜を見る例会」 	 

 	  	  	  	  	 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 	 

 	 ・55//3311 	 「伊那 RRCC との合同夜間例会」 	 

伊澤和男会員・唐澤敏治会員 	 

・66//77 	  	 市川満貞会員・原一馬会員 	 

・66//1144 	 小川秋實会員・田中洋会員 	 

 	 ・66//2211 	 「第 3355 年度最終夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

・66//2288 	 例会取消 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

○本日例会終了後、引続きリモートで理事会を 
行います。理事の皆様はご出席をお願い致し 
ます。 
 
○次回の例会は 44//55（火）に開催予定です。 
 	  
※11週間前の「新型コロナウイルス感染警戒 
レベル」に従って、例会開催の有無や開催 
形式等を決定してお知らせ致します。 
（44//55 については 33//2299 に決定します） 
 

 	 ※44//55（火）の例会は、1122::3300 より「完全 
 	  	 リモート例会」を開催する事に決定致 
 	  	 しました。 

 
○44//1122（火）開催予定の「創立記念例会」につ 
いて、先週 FFAAXX 送信にてご案内致しました。 
今年度は、来賓の皆様をご招待して午後 66時 
より開催致します。 
感染症対策として、観桜会は行わず、記念例 
会終了後にお弁当をお持帰りいただく予定 
です。 
皆様のご参加をよろしくお願い致します。 
出欠表は 33//3311（木）までに事務局宛ご返信く

ださい。 
 
※11週間前の警戒レベルによっては予定変更 
の場合もあり得ますので、ご了承の程よろ 
しくお願い致します。 

伊那中央ロータリークラブ 


