
 
第 1622 回 	 【夜間例会】 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 令和 4 年 5 月 31 日 

例 会 プ ロ グ ラ ム 22..山口健雄次期ガバナー補佐より「次年度会長 	 

幹事会」の開催案内が参りました。 	 

・日時 	 66//66（月）1188::3300〜 	 

・場所 	 箕輪町 	 燈花 	 

・会費 	 一人 55,,000000 円 	 

33..ライラ実行委員会（松本空港 RRCC）より「第 	 

3322 回 RRYYLLAA 	 iinn 	 MMaattssuummoottoo」開催の御礼が参り 	 

ました。 	 

44..松本西南 RRCC より「創立 5500 周年記念誌」をい 	 

ただきました。 	 

55..飯田南 RRCC より、例会場変更のお知らせが参 	 

りました。 	 

新会場はシルクホテル（飯田市錦町）です。 	 

66..天竜川 RRCC より、例会開催曜日変更のお知ら 	 

せが参りました。 	 

（旧）月曜日→（新）木曜日に変更です。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

〔お知らせ〕は裏面ご参照ください。 	 

18:30 
 
 
18:33 
18:40 
 
18:44 
 
18:45 
18:50 

点鐘 
ソング「伊那中央ロータリー讃歌」 
ゲスト・ビジター紹介 
会長談話 
幹事報告 
委員会報告 
ニコニコ BOX報告 
出席報告 
理事会報告 
点鐘 

 
＜親睦会＞親睦活動・友好委員会 

 
幹 	 事 	 報 	 告 	 

11..国際ロータリー第 22660000 地区事務所より 	 

 	 ⑴「新旧合同会長・地区チーム会議及び懇親 	 

会」の開催案内が参りました。 	 

 	  	 ・日時 	 66//1199（日）会議 	 1122::3300〜1166::4455 	 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 懇親会 	 1177::0000〜1199::2200 	 

 	  	  	  	 ・場所 	 松本市 	 ホテルブエナビスタ 	 

 	  	  	  	 ・懇親会費 	 一人 55,,000000 円 	 

⑵次年度「PPOOLLIIOO--DDAAYY」開催のお願いが参り 	 

ました。 	 

⑶「22002222--22002233 年度（22002233--22002244 年度派遣） 	 

長期青少年交換派遣学生募集要項」が参り 	 

ました。 	 

申請〆切は 22002222 年 99 月末です。 	 

⑷「ガバナーノミニー・デジグネート 	 

（22002244--22002255 年度ガバナー）決定宣言」が参 	 

りました。 	 

・氏名 	 白鳥
しらとり

 	 敬
のり

日瑚
ひ こ

 	 氏 	 

・所属クラブ 	 佐久コスモス RRCC 	 

・職業分類 	 電子機器設計 	 

⑸財団室ニュース 66月号、コーディネーター 	 

ニュース 66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 

お 	 知 	 ら 	 せ 	 ◆今週の予定 	 

・66//66（月）次年度会長・幹事会（箕輪町） 	 

 	 

◆会報当番 	 

・55//3311「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「今年度最終夜間例会」 	 

 	  	  	  	  	 唐澤千明会員・藤澤健二会員 	 

・66//2288 	 例会取消 	 

 	 

○第 3355 年度の出席率は本日迄でまとめ、次週

は皆出席祝いを行います。 	 

○次週 66//77（火）の例会は「例会場で参加」と 	 

「ZZoooomm で参加」を併用して開催致します。ど 	 

ちらかの方法でご参加ください。 	 

・但し、例会後に「次年度クラブ協議会」を 	 

行いますので、次年度の役員・理事の皆様 	 

はできるだけ例会場でご参加願います。 	 

 	 ・本日配布の出欠表は 66//22（木）までに事務 	 

局へご返信ください。 	 

 	 ・コロナの状況により例会内容・昼食の方法 	 

等の変更もあり得ると思いますが、ご了承 	 

の程よろしくお願い致します。 	 

○次年度「クラブ計画書」の作成にあたり、会 	 

員名簿のご確認をお願い致します。「第 3355 年 	 

度クラブ計画書」の下記ページ掲載事項に変 	 

更のある方は 66//77（火）迄にご連絡ください。 	 

 	 ・PP3366〜3377 	 職業分類表 	 

 	 ・PP8800〜8811 	 会員名簿 	 

 	 ・裏表紙 	  	 TTEELL..FFAAXX 番号 	 

○次年度に向け、例会場レターケースの書類を 	 

お持ち帰りください。お名前横に①と記載の 	 

ある方は右列引出し②③もご確認ください。 	 

○今年度の会計を締めますので、未処理の請 	 

求・支払い等がありましたら 66//77（火）迄に 	 

お知らせください。 	 

○次年度理事の皆様へ 	 

「事業計画書」の提出は本日〆切となってい 	 

ます。未提出の方は明日までにお願い致しま 	 

す。（次週のクラブ協議会で使用します） 	 

○現年度理事の皆様へ 	 

 	 先日 FFAAXX 送信致しました「事業報告書」を 	 

66//1144（火）までにご提出ください。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 


