点鐘

小島繁男君 斉唱

記録者

君が代・信濃の國 四つのテスト 市川敏紀君 司会

丸山 勝君

畑山昌也君

ビジター

なし

ゲスト ムンフバト アリウンボルド（通称アリさん）／米山奨学生

メンバー

なし

誕生祝い

渡辺広司君：1954.10.04 小島繁男君：1948.10.14 中村義照：1955.10.19
吉池明彦君：1953.10.23 市川敏紀君：1941.10.31

結婚祝い

畑山昌也君：1967.09.06

千木良賢作君：1966.10.15 竹森松雄君：1972.10.15 奥原貞夫君：11972.10.15
小松茂夫君：1977.09.18 吉池明彦君：1981.09.27

会長報告（小島繁男君）●９月、休会の間の ZOOM サロンについて
●小栗山会員の動向について
●米山奨学生アリ君へ奨学金・学友証の渡し
幹事報告（畑山昌也君）●例会変更のお知らせ 松本南 RC60 周年の開催のお知らせ
●10 月 6 日 有志親睦情報交換会の開催に関して
出席報告（瀧澤 良君）
《会員数：29 名／出席：21 名／欠席：4 名／出席免除：5 名／出席率：87％》
ニコニコ BOX（塚田伸英君） 中村直行、千木良賢作君、竹森松雄君、若林俊樹、渡辺広司、畑山昌也、
小松茂夫君、芝波田政之君、村尾 隆君、市川敏紀君、奥原貞夫君、
中村義照君、塚田伸英、丸山 勝君、小山隆男君、岸 史博君、
小島繁男君、瀧澤 良君、宮森文男君、吉池明彦君、羽田容子君
卓話（渡辺広司君） テーマ名：タイ／バンコク RI 国際大会の記録ビデオ放映

休会

点鐘

小島繁男君 斉唱

ビジター

なし

奉仕の理想 司会 丸山

ゲスト なし

勝君 記録者 宮森文男君

メンバー なし

会長報告（小島繁男君）●感染者が減っているが、第 6 波が来ると言われている。マスク、手洗いは
今まで通りにお願いします。
●10 月 29 日にガバナー補佐が来訪します。タイムスケジュールは、
・11 時 40 分～ 懇談会
・12 時 30 分～ 例会
・13 時 40 分～ クラブ協議会
●食事について
３食食べるようになったのは、江戸時代後半から。それ以前は、２食が普通
でした。現代は、朝食を摂らない人が増えています。3 食摂った人の方が、血
糖値は上がらないそうです。健康に気をつけましょう！

幹事報告（畑山昌也君）●例会変更報告 長野北ロータリー
●ガバナー補佐来訪 委員長は出席をお願いします。
●10 月 6 日の有志懇親会 場所：萱 16 名参加 余剰金はニコボックスへ
16，000 円
出席報告（瀧澤 良君）
《会員数：29 名／出席：19 名／欠席：1 名／出席免除：9 名／出席率：97％》
ニコニコ BOX（塚田伸英君） 千木良賢作君、若林俊樹君、村尾 隆君、奥原貞夫君、中村義照君、
塚田伸英君、丸山 勝君、小山隆男君、小島繁男君、小林厚視君、
瀧澤 良君、池田忠夫君、宮森文男君、吉池明彦君、羽田容子君
卓話（丸山 勝君）

●テーマ名：会員増強委員会関係について
・冊子「Rotary 友と歩む 地域と歩む」を会員増強に役立てて
・2021-2022 会員増強委員会方針 基本方針 活動計画
・編成は 3 班に分け、それぞれの班長を決める
【1 班：丸山 勝

点鐘

小島繁男君 斉唱

ビジター

なし

2 班：宮森文男

3 班：瀧澤 良】

奉仕の理想 司会 岸 史博君 記録者 宮森文男君

ゲスト 長尾名誉会員

メンバー

なし

会長報告（小島繁男君）●新型コロナ感染者 東京 36 人 長野 2 人、感染状況は改善しているが第 6 波
の懸念は消えない
●坂原良一クラブ運営管理委員長が 1 年 6 か月ぶりに例会参加
●10 月 17 日 オンラインで臨時会長幹事会が開催された
●災害支援

100 周年ビジョン etc.

幹事報告（畑山昌也君）●ガバナー補佐事前訪問、ガバナー公式訪問について
●11 月 5 日は通常例会。 11 月 19 日は休会。
委員会報告（竹森松雄君）●米山記念奨学会委員会より、アリ君が高森富士見 RC を訪問
●前奨学生ヒッキさんの近況報告
出席報告（小林厚視君）
《会員数：29 名／出席：24 名／欠席：0 名／出席免除：8 名／出席率：100％》
ニコニコ BOX（塚田伸英君） 中村直行君、千木良賢作君、坂原良一君、坂井永一君、竹森松雄君、
若林俊樹君、畑山昌也君、小松茂夫君、芝波田政之君、市川敏紀君、
奥原貞夫君、中村義照君、塚田伸英君、丸山 勝君、小山隆男君、
岸

史博君、小島繁男君、小林厚視君、池田忠夫君、宮森文男君、

吉池明彦君、羽田容子君、長尾名誉会員
卓話（長尾名誉会員） ●テーマ名：近況報告
・家族のこと 孫娘と一緒に登壇した幸せ
・RC に入った頃の思い出 人々について

点鐘

小島繁男君 斉唱

ビジター
ゲスト

奉仕の理想 司会 岸 史博君 記録者 宮森文男君

滝沢捷司ガバナー補佐、宮岡ガバナー補佐副幹事
ムンフバト アリウンボルド（通称アリさん）／米山奨学生

会長報告（小島繁男君）●ゲスト 3 名に来訪謝辞

メンバー

なし

●10 月 27 日に屋代南高校へ 4 名で訪問し、
「らくらく寝巻」助成金を贈呈し
てきました。この事業は、38 年間続いています。
●例会の後、クラブ協議会があります。滝沢ガバナー補佐より指導を受けます。
幹事報告（畑山昌也君）●例会終了後クラブ協議会開催します。各委員長は出席をお願いします。
●ロータリーの友について
●11 月 3 日に、全県一斉に花火を打ち上げます。ここでは大正橋と万葉橋の間
で 6 時半から 15 から 20 分間です。
委員会報告（中村直行君）●社会奉仕委員会より、去る、10 月 27 日に屋代南高校へ「らくらく寝巻」助
成金を贈呈してきました。その時の写真を回覧します。
出席報告（瀧澤 良君）
《会員数：29 名／出席：24 名／欠席：0 名／出席免除：8 名／出席率：100％》
【07～10 月度 メーキャップ出席者】
・07 月 03 日 第 1 回地区チーム会議／若林俊樹君
・07 月 24 日 地区インターアクト委員会／若林俊樹君
・08 月 28 日 ロータリー財団セミナー／小島茂雄君、中村義照君、竹森松雄君
・08 月 28 日 米山セミナー／小島茂雄君、塚田伸英君、中村義照君、竹森松雄君
・10 月 17 日 臨時会長幹事会／小島茂雄君、畑山昌也君、若林俊樹君
ニコニコ BOX（塚田伸英君） 中村直行君、千木良賢作君、坂井永一君、竹森松雄君、若林俊樹君、
畑山昌也君、小松茂夫君、市川敏紀君、奥原貞夫君、中村義照君、
塚田伸英君、丸山 勝君、小山隆男君、岸 史博君、小林厚視君、
瀧澤 良君、池田忠夫君、宮森文男君、吉池明彦君、羽田容子君
卓話（滝沢捷司ガバナー補佐） ●テーマ名 ：ロータリーについて思うこと
・自分の職業を通して奉仕するロータリー
・役を引き受けるのも奉仕の心、親睦と奉仕
・地域を巻き込んだオープンロータリーデー
11 月 27 日に IM が開催されます
・女性会員の増強について

