No．1618（第 2 回） 2022 年 7 月 20 日(水)
例会：毎週水曜日 12：45～

例会場：勇屋会館

TEL：0263(73)2901

点鐘：19 時 00 分

於：勇屋会館

事務所：安曇野市豊科 4312-6 奥村ビル２Ｆ

FAX：0263(72)3181

会長 笠原 明仁

E-mail ：azumirc@poppy.ocn.ne.jp

幹事 下里 守

2022～2023 年度 ＲＩ テーマ

『イマジン』～大きな夢をかなえたロータリーを想像して～
R．I 会長 ジェニファーＥ．ジョーンズ

クラブ標語 【 着実に！一歩ずつ！！ 】

笠 原 年 度 初 夜 間 例 会
★ 配布 ・幹事報告号 №2 ・第１回理事会報告
・2021-22 年度 G 月信最終号

◇出席報告
会員総数 21 名 出席免除会員数 1 名

★ ロータリーソング ･奉仕の理想
★ ゲストのご紹介
・松本南ロータリークラブ 会長 小林磨史 様
・
〃
幹事 小林稔政 様
★ビジター ・信州友愛ロータリークラブ 堀内寛吾 様
★ 会長挨拶

前々回（6 月 22 日修正出席率）

出席者：11 名
欠席者：9 名
出席率：55％

欠席者 ：5 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：3 名
出席率 ：90.5％

★ ニコニコ BOX 報告
笠原： ゲストの皆さん しっかり飲んでください。

【笠原会長】
コロナ禍の中、初夜間
例会にご出席ありがと
うございます。本日は親
クラブの松本南ロータ
創立記念夜間例会
リークラブより小林磨
創立記念夜間例会
史会長、小林稔政幹事
をお迎えしております。
月間です～
遠路また猛暑の中たい

下里： 松本南ロータリークラブの会長・幹事さんを
お迎えして
場々： 初夜間例会を祝して
小野： 松本南ロータリークラブ会長幹事様をお迎えしての
初夜間例会おめでとうございます。

へんご苦労様です。ゆ

松本南ロータリークラブ会長 小林磨史様
〃
幹事 小林稔政様 ようこそ

中村： 祝！ 笠原年度初夜間例会 ゲスト松本南 RC 小林
会長・小林幹事 信州友愛 RC 堀内様をお迎えして
石田： 初夜間例会を祝して！

っくり食べて飲んでい
ただきたいと思います。
だいぶコロナも落ち着いてきて、今年度は通常の活動が出
来るかと思っていましたが、突然の第７波の襲来で またま
た活動が限定されてしまいました。前途多難な１年となりそ
うですが、本夜は時間の許す限り懇親を深めていただきた
いと思います。
★ 幹事報告
【下里幹事】
別紙参照

本日の出席率

丸山（慶）：笠原年度 初夜間例会 松本南ロータリークラブ
会長小林磨史様 幹事小林稔政様をお迎えして
濵 ： 笠原年度 初夜間例会開催出来て良かったですが
コロナ感染の急増には参ります。
松本南RC 小林会長・小林幹事 信州友愛RC 堀内様
ようこそ！
二木： 本年もよろしくお願いします。
藤森（康）： 松本南 RC 小林会長・小林幹事様 今後とも
ご指導の程 よろしくお願いします。
〔計 10 件 21,000 円〕
今年度のニコニコ BOX 計 52,000 円
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★本日のプログラム
・親クラブご来訪
松本南ロータリークラブ【会長 小林磨史様】ご挨拶
皆様、こんにちは。
私は本年度、松本南ロー
タリークラブの会長を務
めております小林磨史と
申します。
こちらは幹事の小林稔
政君です。ダブル小林の
コンビで 1 年間、頑張ろ
うと思っています。何卒

小さな一歩ですが、会員相互の友情と絆を深めてまいりた
いと思います。
また、今年も周辺のロータリークラブの皆様とも協力してロ
ータリーの魅力を高めてまいりたいと思っておりますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
結びになりますが、あづみ野ロータリークラブ様のますます
のご繫栄と、両クラブの友好が末長く続きますことを祈念申
し上げ、ごあいさつとさせていただきます。
本日はありがとうございました。

宜しくお願い致します。
本日は、あづみ野ロータリークラブ様の夜間例会にお招き

・インターアクト委員会報告【中村青少年奉仕委員長】

いただき、先程よりあたたかい歓迎を受け、たいへん感激し

コロナ感染状況が悪いので、

ております。貴クラブには、以前からの知り合いが多くおられ、
ほっとしています。７月は近隣ロータリー同士の訪問月であ

戸倉上田山田温泉で宿泊の
計画は中止となりました。

りまして、来たる２５日には、笠原会長、下里幹事様に私共へ
お越しいただき、ご挨拶を頂戴する予定となっています。

小池先生から日帰りの代替案
が出てくる予定です。

さて、笠原会長は、国際ロータリー初の女性会長ジェニファ
ー・E・ジョーンズさんのテーマは『イマジン ロータリー』。そ

支援金についてはそれによっ
て変更されることになります。

して、第２６００地区の上沢ガバナーの地区標語は『ロータリ
ーはみんなを幸福にする』を、どのように解釈されましたか。
笠原会長の重点目標は『着実に! 一歩ずつ!!』とお聞きしま
した。経験豊富な会長の、今の世情を総括した素晴らしいス
ローガンだと思います。

② 独自研修について
独自研修に対する地区補助金額は、会員数 30 人未満のク
ラブに今年から各 20 万円の支給が予定されております。

私は、今年度の松本南のスローガンを『大吟醸－居心地の
良いロータリーをつくる』。としました。大吟醸とは、日本酒で
いえば精米割合を５０％以上削り込んだ、芳醇で味わい豊
かなお酒の称号です。
過去 3 年にわたるコロナの影響で、人々の生活様式は大き
く変わり、戦争により食料やエネルギーのコストが高騰して
います。私たちロータリークラブにおいても感染を心配し、集

『青少年の奉仕活動にロータリアンが関わること。』
これを条件として、予算の 80％、上限 20 万が地区に別途
申請すれば出していただけるという案内がありました。
9 月までに申請する必要があります。
青少年の奉仕活動にロータリアンが関わること以上の条件
付きです。IAC 顧問小池先生とも相談してみます。

合型の例会や、計画した事業の多くが中止となりました。経
済環境の悪化で会員数の減少も心配です。
私は、今、私たちに必要なのは、コロナで失った活力を取り

・2023-24 年度 ガバナー補佐任命書贈呈
【中信第一グループ ガバナー補佐 場々洋介 様】

① IAC 夏合宿について

（あづみ野 RC は該当します。）
また、これとは別に、

戻すこと。まずは奉仕活動に取り組むロータリアンの心を元
気にすることだと考えました。
そのためには、笠原会長と同様、『着実に! 一歩ずつ!!』だと
思います。むやみに事業を増やすのではなく、現状の例会や、
培ってきた事業に新しいアイデアを取り入れ、それを味わい
深いもの、大吟醸なものに変えてみたいと思います。
当クラブでは、7 月の第一例会から、会場のＢＧＭを「思い出
の１曲」とし、会員がひと言添えて自分の思い出の曲を流す
ことにしました。トップ・バッターは私で、ジョンレノンの「イマ
ジン」を国際ロータリーと、世界平和への思いを込めて流し
ました。
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初 夜 間 例 会

右：松本南ロータリークラブ会長 小林磨史様
左：
〃
幹事 小林稔政様
【笠原会長 点鐘】

【藤森親睦委員長】

締め【小穴会長エレクト】

ようこそあづみ野へ
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