No．1619（第 3 回） 2022 年 8 月 17 日(水)
例会：毎週水曜日 12：45～

例会場：勇屋会館

TEL：0263(73)2901

点鐘：12 時 45 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！！ 】

月間 【 会員増強・新クラブ結成推進 】

ガバナー補佐事前訪問
★ 配布 ・幹事報告号 №3 ・第 2 回書面理事会報告
・R の友 8 月号 ・ G 月信 8 号

最後になりますが９月 18 日・19 日の３クラブ友好交流会
へのご参加よろしくお願いします。先日 七尾みなとロータリ

・確定申告用寄付金領収証（14 名）
・2021-2022 年度クラブ報告書
★ 国歌 ・君が代
★ ロータリーソング ･奉仕の理想

ークラブの今井さんとお話させていただきましたが、コロナ
のことは皆さん気にせず 来月安曇野に来る気満々で 楽し
みにしているとのことでした。
なお 穂高カントリークラブでのゴルフは 10 日前の９月

★ ゲストのご紹介
・中信第一グループ ガバナー補佐 中田金一 様

８日・９日に長野県アマチュア選手権決勝ラウンドが行われ
ますので、19 日は高速グリーンと深いラフをお楽しみいた

・米山奨学生 韓 亦氷様
★ビジター
・ガバナー補佐幹事 村山智計 様 （松本東 RC）

だけると思います。
本日はよろしくお願い致します。

★ 会長挨拶

【笠原会長】

★ 幹事報告
創立記念夜間例会 【下里幹事】
本日は8月31日の
別紙参照
創立記念夜間例会
ガバナー公式訪問に
備えての事前訪問と

言うことで、中田金一
◇出席報告
月間です～
ガバナー補佐と村山
会員総数 21 名 出席免除会員数 1 名
智計ガバナー補佐幹
本日の出席率
前々回（7 月 6 日修正出席率）
事をお迎えしておりま
出席者：14 名
欠席者 ：8 名
す。遠路、御多忙の中 誠にご苦労様です。
欠席者：6 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：4 名
１１時３０分からの懇談会に続いての例会出席、またクラブ
協議会での御指導とハードスケジュールですが、よろしくお
願い致します。
私事になりますが、中田ガバナー補佐とは同じ歯科医と言
うことで３０年以上前から公私ともに 大変お世話になってお
ります。いつもニコニコ温和な性格が印象的であります。
また会員の皆様も例会 また続いてのクラブ協議会と長丁
場になりますが 最後までよろしくお願い致します。
第７派ということで出来るだけ早くコロナが落ち着き通常
のロータリー活動が行われることを祈っております。

出席率：70％

出席率 ：81％

★ ニコニコ BOX 報告
笠原： ガバナー補佐・ガバナー補佐幹事をお迎えして
下里： 中田ガバナー補佐、村山ガバナー補佐幹事を
お迎えして
場々： ガバナー補佐・ガバナー補佐幹事をお迎えして
小野： ガバナー補佐 中田様 ガバナー補佐幹事 村山様
をお迎えして よろしくお願いします。
中村： ガバナー補佐 中田金一様・ガバナー補佐幹事
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村山智計様をお迎えして

・中信第一グループ ガバナー補佐

石田： ガバナー補佐 中田金一様・ガバナー補佐幹事
村山智計様をお迎えして
小穴 ： 中田ガバナー補佐、村山ガバナー補佐幹事様
宜しく御指導下さい。
１歳半歯科検診のため早退致します。

【松本東ロータリークラブ】 中田金一 様ご挨拶
1. 会長幹事会の報告
2. RI 会長ジェファニー・
ジョーンズの今年度方針
多様性、公平さ、

丸山（慶）：ガバナー補佐 中田金一様・ガバナー補佐幹事

インクルージョン （DEI）

村山智計様をお迎えして、宜しくお願い致します。
濵 ： 中田ガバナー補佐、村山ガバナー補佐幹事、米山

3. 上沢ガバナー今年度方針

奨学生 韓 亦氷さん ようこそ
三原 ： ガバナー補佐 中田様 ガバナー補佐幹事 村山様

・ 職業奉仕活動の重要性

ようこそおいで下さいました。
藤森（康）： 中田ガバナー補佐、村山ガバナー補佐幹事、

・ 青少年奉仕活動
・ 親睦の強化
・ 各グループでの合同奉仕活動
・ ポリオデーの開催

韓さんを歓迎し

・ ロータリーデー開催

髙木 ： ガバナー補佐・ガバナー補佐幹事をお迎えして
赤羽 ： ガバナー補佐をお迎えして

・ 青少年奉仕資金の活用

飯田 ： ガバナー補佐 事前訪問ありがとうございます。
中信第一グループ ガバナー補佐 中田金一様

4. IM へのお誘いとお願い 11 月 23 日（土）

〔計 15 件 36,000 円〕
今年度のニコニコ BOX 計 88,000 円

5. 今後の予定 2022. 8.31 ガバナー公式訪問
・ 2023. 2. 8 ガバナー補佐訪問
・ 2023. 4.15 中信第一グループ会長幹事会

★本日のプログラム
・会長・幹事懇親会

・笠原会長より韓さんに奨学金贈呈
中田ガバナー補佐様点鐘
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2024-25 年度国際ロータリー会長にステファニー A.

★7 月 30 日(土) 三角島の清掃活動
あづみ野ロータリークラブ 場々 小野 中村 様
ＰＪ 宮﨑 望月 宗像 矢花 小川 様 計 8 名
お疲れ様でした。

★8 月 1 日(月)事務所にて
濵直前会長・三原直前幹事・飯田会計
髙木監事・斉藤監事・事務局 計６名で
2021-2022 年濵年度会計監査を行いました。

アーチック氏が選ばれる
記事： Ryan Hyland
ステファニー A. アーチック氏
（米国ペンシルバニア州、マクマリ
ー・ロータリークラブ所属）が、会長指
名委員会により国際ロータリーの
2024-25 年度会長に選ばれまし
た。
マクマリー（McMurray）・ロー
タリークラブ（米国ペンシルバニア州）
会員であるステファニー A. アーチ
ック氏が、会長指名委員会により 2024-25 年度国際ロータリ
ー会長に選ばれました。アーチック氏は女性として史上二人目
の国際ロータリー会長となります。対抗候補者が出なければ、
10 月 1 日に会長ノミニーとして宣言されます。
新型コロナウイルスの大流行、気候変動による災害、多く
の地域での紛争など、世界が非常に大きな課題に直面する中
で、これらの課題を乗り越えるためのビジョンとプランをロータ
リーが提供できると、アーチック氏は言います。
「危機的な課題を乗り越え、解決するためにロータリーの
リーダーたちが取る措置は、組織を強くし、将来の出来事に対
する組織の回復力を高めるもの」とアーチック氏。「このような
重要なリーダーシップは、奉仕し、危機を解決するためにロータ
リアンが行動人として力を合わせるなら、それがライバル同士
であっても、新しいレベルの協力を生み出します」
組織再編を優先することが極めて重要だと、アーチック氏
は言います。
「ロータリーは 200 以上の国と地域で活動しています。ロ
ータリアンが協力して奉仕や高潔性の推進、世界理解と親善、
平和の推進に取り組む上で、地域差が及ぼす影響を理解し、そ
れに対応することで、ロータリーはより効率的、効果的になる可
能性を秘めています。そのことを認識することがとても大切です」
とアーチック氏。
アーチック氏は、コンサルティングと研修を専門とする
Doctors at Work LLC 社の共同経営者兼最高執行責任者で
す。ペンシルベニア州立インディアナ大学でリーダーシップ学
の博士号を取得。地域社会で数々の団体の理事を務め、
Zonta International や Sons of the American
Revolution といった団体から表彰されています。
1991 年にロータリー入会。ベトナムに赴いて小学校建設
を援助したほか、ドミニカ共和国では浄水フィルタの設置を援
助。複数のスラブ系言語を学び、ウクライナの新ロータリアンへ
のメンタリングやポーランドでのロータリー財団補助金プロジ
ェクトの調整役もこなしました。
ロータリーでは、理事、財団管理委員、RI 戦略計画委員長、
財団 100 周年祝賀委員長を歴任。現在は選挙審査委員会と
運営審査委員会の委員を務めています。ロータリー財団のメジ
ャードナー、遺贈友の会会員。
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