
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広がった様です。詳細についてはプリントをお読み下

さい。以上会長挨拶です。ありがとうございました。 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

 

1．2014～2015 年度地区大会実行委員長より「2014～

2015 年度地区大会報告書」 

【本日の配布物】 

 週報 1264 号、理事会報告、2015～2016 年度委員会構

成表、地区大会報告書 

 

◆委員会報告 

 ・クラブ運営委員会  湯本 敏晴委員長 

   例会終了後、委員会開催連絡 

 

◆ラッキー賞 

NO．７  中河 邦忠 君 

 

◆ニコＢＯＸ   中河 邦忠 委員 

 

中河 邦忠君 ラッキー賞頂きました。ありがとう 

前田 博志君 フッコはスズキの子 

小池平一郎君 ＩＭ報告をさせて頂きます。 

矢島 栄一君  「口は災いの元」ですね。 

黒澤 明男君 
前田さんのご指名によりニコＢＯＸ

させて頂きました。チョット・・です。 

渡辺 頼雄君 ＩＭ報告をさせて頂きます。 

渡辺 文夫君 
ＩＭ・会員セミナーで勉強して来まし

た。 

美齊津 明君 仲良くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 矢島 英夫 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 やっと春めいて来たような気がしますが、突然次

の日には寒い日があり、その繰り返しで、長い冬の

終わりに近づいて来るのでしょう。昨年は、この頃

に１m８cm の大雪が降り、１週間マヒした経験があ

りました。気を抜かず、頑張りましょう。 

2 月 14 日に、軽井沢 RC と上田六文銭 RC 主催のＩ

Ｍ・会員セミナ－が、上田市のささやホテルで開催

されました。小諸浅間ロータリークラブからは、６

名の参加でした。本日はその報告を行ないますので

よろしくお願いいたします。 

高校野球のお話は、少し早いような気がします

が、かつて、台湾の代表が甲子園に出場していたこ

とを始めて知りました。今日、お渡ししましたコピ

―に詳しく出ていますが、今年 1 月 24 日より、台

湾での大ヒット映画「KANO」が日本の劇場で公開さ

れております。日本統治時代、1931 年(昭和 6年)、

当時の夏の甲子園である、全国中等学校野球大会の

第 17 回大会に、台湾代表として出場し、決勝戦で

名古屋の中京商業学校(現中京大中京高)に敗れた

ものの、準優勝した、台湾の嘉義農林学校(通称

KANO)野球部の奮闘を実話に基つき描いた作品で

す。 

この映画は、2014 年 2 月に台湾で封切りされ、興

業収入は３億台湾元（約 10 億円以上）動員数 200

万人を超えています。台湾総人口は約 2300 万人で

す。 

台湾の野球の始まりは、台湾総督府国語学校中等

部（現在の台北建国中学）の校長 田中 敬一氏が 

1906 年に初めて野球チームを創立して、台湾全体に 

 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

       

NO．１２６５  平成２７年２月１７日 
 

次週のプログラム ： ２月 ２４日 「世 界 理 解 月 間 」 

  ロータリー財 団 ・米 山 記 念 奨 学 会 委 員 会  

              掛 川  興 太 郎 委 員 長  

次々週のプログラム：３月 ３日  「創 立 夜 間 例 会 」 

                           



◆【出席報告】   中河 邦忠 委員 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  「ＩＭ・会員セミナー報告」  

  

  宮下貞夫さんは上田市で開業しておられる歯科医師であり、上田西ＲＣのチャーターメンバーでロータリー歴は 25 年と 

の事です。宮下先生は私より 8 年先輩の大学卒業であり、卒業した大学は違いますが、日頃から尊敬している先輩の一 

人です。 

 “Light up Rotary”というガバナーのテーマにちなんで明るく楽しいロータリーという演題にされたそうです。ロータリーで 

は奉仕と親睦が大切であり、ロータリーに入って、違う職業の人達と食事をし、話をし、ノミニケーションが図れることが素 

晴らしい。そしてロータリーの奉仕は職業奉仕、社会奉仕、クラブ奉仕、国際奉仕、青少年（新世代）奉仕の五つがあると 

言われているが、自分の経験を話してみますとおっしゃられ、以下の話をされました。 

 最初ＲＣに入った時、情報委員会の委員となり会報を担当した。当時、原稿の無い卓話者の話を週報に載せるのにスピ 

ーチを録音したテープで原稿起こしをしていた。その際、「チョウガの奉仕」という言葉がでてきたが、「チョウガ」が不明で 

あった。自宅にあるすべての国語・漢和辞典、はては英語の辞書まで、いろいろなスペリングで引いてみたが、どこにも載 

っていなかった。しかし、ロータリーの友を見て、直ちに“超我の奉仕”が判り、“Sｅｒｖｉｃｅ Above Self”まさにロータリーの 

第一標語であった。 

 自分は最も大切なのは職業奉仕だと思っている。歯科医業をとおして患者さんの健康に寄与し、それによってクラブ奉 

仕に繋がり、社会奉仕にも繋がっていると思う。 

 国際奉仕は米山記念奨学会をあげることが出来る。日本の奨学制度の中でも最も豊かで、日本に来ているアジアの留 

学生にとって米山奨学生になるかどうかで雲泥の差がある。この地区では信大繊維学部に米山奨学生がおり、各クラブ 

で応援している。また、交換留学生のお世話をしたことも良い思い出となっている。 

 アメリカにはフルブライト奨学生という（アメリカ人と他国人の相互理解を教育文化の交流を通じて、増進させることを目 

的とする）奨学制度があったが、その奨学生で小田実（まこと）さんが印象に残っている。彼はアメリカから帰国し、安保闘 

争を皮切りに“ベ平連”に関わり、ベトナム戦争に反対運動をするなど、米国の奨学金を受け、反アメリカ的運動をした事 

など、奨学生のあり方を考えたこともある。 

 職業奉仕に関わると思うが、現在会長をしておられる成田さんにお願いし、共に歯科衛生士学校を創設した事が特記さ 

れる。歯科の仕事では歯科衛生士が必要欠くべからざるチームメイトであるが、当時、長野県には、長野・伊那と松本歯 

科大学の３つしか学校がなく、ことに東信に学校がなく衛生士が不足していたので、大変貢献できたと思っている。今年で 

18 回目の卒業生を送り出した。 

 また、思い出に残っているのは、2 回のチャリティーコンサートを開いたことで、特に安永徹さんを上田にお呼びし、障碍 

者施設でコンサートが開けた事である。安永さんは桐朋大学出身のヴァイオリニストで、ドイツに留学し、ヘルベルトフォ 

ン・カラヤン指揮のベルリンフィルに入団し、コンサートマスターになった方である。彼が重度障碍者の施設でコンサートを 

やっていることを聞き、立川まで友人と聴きに行った。その施設でのコンサートで彼のヴァイオリン（ストラディヴァリウス） 

が曲を奏でると障碍者の方達が声をあげたり、不自由な手足を動かしたりして音楽に反応するのを目の当たりにし、その 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日 ２月１０日 ２４ ２２ 事前１名 ２ ９１.３０％ 

前々回 １月２７日 ２４ １９ 事後０名 ５ ７８.２６％ 

国際ロータリー第 2600 地区 東信第一グループ並びに東信第二グループ合同 

   2014～15 年度 ＩＭ・会員セミナー報告    小池 平一郎会員 

 平成 27 年 2 月 14 日（土）上田 ささや に於いて上記セミナーが開催されました。第

一部の会員セミナーの報告を致します。演題は「明るく楽しいロータリー」で、講師は

上田西ロータリークラブの宮下貞夫様でした。 



感動を是非、上田にと思い、立川からの電車の中でお話をした所、快諾を頂き、コンサートが開催でき、夫人であり、ピア

ニストの市野あゆみさんと共に上田に来て頂けた。さらに、また次の年、安永さんに加えてチェリストの石坂団十郎さんを

招き、二年続けてチャリティーコンサートができた。この時の収益金は 2004 年のスペシャルオリンピック（2005 年冬季オリ

ンピック大会のプレ大会として長野で開催）に寄附をし、その大会の代表 細川佳代子さんが上田西ＲＣに来られ、お話を

して下さったことなどは、素晴らしい思い出である。 

   アメリカでは、フィランソロピー（メセナ）を大切にし、それは人々の Well Being を改善したり高めることを目的とした利他

的な活動や奉仕的活動を指しており、またそうしたことを目的とする組織をも指すのだが、企業などでもそのフィランソロピ

ーが重要視されており、よくあなたの会社のフィランソロピーはなどと質問される。これらも、超我の奉仕に通じると思う。と

述べられました。 

  最後に、ここ数年四国 88 ｶ所を歩いた話をされ、お遍路さんに対する“お接待”も見返りを期待しない、奉仕であり“情は

人の為ならず”も超我の奉仕に通じるのではないかと締め括られました。 

 

 

   

地方創生重点予算、こんなに恵まれた環境チャンス、これをどう活かすかで地域に還元されてくる成果が

変わる。 

地域のアイデア経営が試される時代である。 

2. 街が元気でなければ 

    街の人口１人＝日帰りのお客 83 人、泊リのお客 26 人、外国人客 10 人 

    2014 年には長野県 77 自治体の内 34 の自治体が消滅する。 

ロータリークラブだけが元気で存在するとは考えられない。 

1 項の順風をアイデアで活かして欲しい。 

3. 先日、石川県・富山県へ行ってまいりました。 

“九谷焼の展示村”素晴らしい施設、お店も 30 軒位、日曜日でしたがお客はまばら各お店の自慢のお宝が何か

ちょっとさみしそううでありました。 

“氷見市 道の駅”へ行きました。とれたて鮮魚・乾物・農産物・レストラン・大きな駐車場も車で  

いっぱい、団体客の方が多く台湾・中国・韓国の皆さんが沢山家族連れでおいでになっていました。 

結び 

   そして先生のお話を聞きながら昔、会津若松城へ行った時“お城大好きボランテイアの皆さん”が庭の掃除・

トイレの清掃・ガイドまでみんな交代でされており、白虎隊のお話を熱く語って頂いたことを思い出しました。 

先生は、みんなで知恵を出して街の経営・ロータリーの経営・社会の経営のアイデアを出してやって行きまし

ょうと言っておられました。 

 

 2014～15 年度 ＩＭ・会員セミナー報告  渡辺 頼雄会員 

 

第二部講演 “アイデアひとつで地域の未来は変わる”  島田 始先生 

丁寧なレジメが皆様にもお届け出来ておりますので聴講させていただきながら、思い

を巡らせながら聞かせて頂いた感想をご報告させて頂きます。 

1. 北陸新幹線・善光寺御開帳・外国人旅行者 今年は 1500 万人、2020 年東京五輪・


