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を外して、無心に導き、潜在能力を引き出す事によっ

て、力が発揮出来る様になるということだそうです。 

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．中川博司ガバナーより地区・研修協議会出席礼状 

２．週報 

   上田東ＲＣ 

・例会終了後、現及び次期合同理事会 

【本日の配布物】 

 週報 1271 号、合同夜間例会案内 

 

◆ラッキー賞 

NO．２   工藤 泰一 君 

 

◆ニコＢＯＸ   黒田 説成 委員 
 

依田 晋一君 誕生祝、有難うございました。 

小池平一郎君 

四男、慶彦（みちひこ）の婚約が整

い、お相手のご両親と会って来ま

した。 

工藤 泰一君 ラッキー賞有難うございます。 
 

 

 ◆【出席報告】   小山 盛夫 委員 

 

本 日 ４月 14 日 24 21 事前４名 3 86.96％ 

前 々回 3 月 24 日 24 20 事後０名 4 82.61％ 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 湯本 敏晴 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

先日の 4月 5日は、松本大学において次年度の活

動のための地区研修.協議会が開催され、会長エレ

クトの渡辺頼雄さん始め、幹事・次期役員の皆さん

が出席し、一日みっちりと勉強して頂き誠にご苦労

様でした。 

今日は、その報告をしてくださいます。よろしく

お願いします。 

私も、昨年地区研修.協議会に役員一同で出席し、

勉強したことを思い出しました。次年度は、より一

層充実した年度となります様、御期待致します。 

本日は、かけ声が能力をアップさせるという話を

致します。オリンピックで活躍した卓球の福原愛選

手の「サー」やハンマー投げの室伏選手、テニスの

マリア・シャラポア選手の絶叫が印象に残っていま

すが、こうした言葉は人の潜在能力を引き出すこと

が明らかなようです。 

藤野良孝 朝日大学経営学部準教授によれば専門

学校生 10 名に、最大握力を発揮する様要請した上

で、「グウーツ」と発声した時と発声しなかった時

の握力を、それぞれ一回ずつ測定した結果、発声し

た時、8 人の握力が向上したという結果が出たそう

です。また、興味深かったのが、四段の跳び箱がど

うしても跳べない小学生たちに目をつぶらせ跳ん

でいることをイメージさせて「タッタッタッ（助

走）、トッ（踏切）、シュッ（飛び越え）」と声を出

して繰り返えさせた後、実際に声を出しながら跳ば

せると、全員がすぐに六段も跳べる様になったこと

です。どうしてこんなことが起こるのかというと、

結局かけ声は「上手にできるだろうか」などの雑念 

 

◆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．１２7２  平成２７年４月１４日  

次 週 のプログラム： 4 月 2１日  

  「呑龍上人について」 黒田説成会員 

次々週のプログラム：  

４月 ２８日   定 款 による休 会  

５月  ５日   法 定 休 日 の為 休 会  



 

【本日のプログラム】 「地区研修・協議会報告」  

 

  

   ・“地区ガバナー事務所の恒久化” 

情報の共有、データの蓄積継続的に管理される必要性がある 

このような内容でありました。 

 

 

 

2001 名（女性会員 79 名を含む）であり、ここ 10 年間毎年会員が減少し、一時は 2000 名を切った。会員増強、退会防止 

運動をしているが、なかなか効果がでてこない。Ｋ・Ｒ・ラビンドランＲＩ会長は、目標を会員数 49 名以下のクラブは純増 1 名 

そして女性会員を 1 名、会員数 50 名以上のクラブは純増 2 名、 そして女性会員を２名とし、昨年より少なくとも 1％向上さ

せる。望月宗敬次期ガバナーの目標は各グループで10名の純増を目標とし、2600地区として2000名以上を確保する。 

 そして、5グループに分かれ各委員長の意見と充填事項を発表、話し合い意識向上を図った。 

 

 

  

 ・地区大会の広報活動を新聞広告やマスコミへの積極的な働きかけ等により拡大する。 

 ・ＴＶＣＭを各クラブのホームページで利用できるようにする。 

  （テレビ放映は 15 秒だったが本編は１分以上あるとのこと） 

 ・クラブの広報委員を対象に外部の専門的な広報担当者の講師によるセミナーを実施する。 

� 中川アドバイザーより 

   望月ガバナーエレクトが「公共イメージと認知度の向上」を掲げておられるので、広報活動は従来の概念 

にとらわれない積極的な活動を進めていく。ただ、ＴＶＣＭを実験的に実施したが２００万円もかかって 

しまったので、予算的に次年度に継続していくことが困難な状況となっている。 

＜意見交換＞ 

� テレビ広報に対する感想・意見 

① 期間では効果は出ない。継続してやっていく必要がある。 

会長エレクト 渡辺 頼雄会員 

2015 年～2016 年度研修セミナーに参加ありがとうございました。 

新年度に成果を織り込ませて頂き積み上げていきたいと思います。 

・次年度 望月宗敬ガバナー 

 “今見直しに勇気を”と勉強してまいりました 

次期会員増強委員会 小池平一郎委員長 

 午前中の本会議はガバナーエレクトの望月宗敬（もちづき むねのり）氏の「思い起こそう

ロータリーの心と原点という地区標語を掲げた熱のこもった話に思いを新たにしました。この

報告は次期会長・幹事が詳細を述べたとおりです。 

 午後の分科会・次期会員増強部会の報告をします。2600 地区は 2015 年 1 月 31 日 現在 

次期クラブ広報・情報委員会 矢島栄一委員長 

� 広報・情報委員長より 

①委員会の役割 ②委員会の責務  

③活動目標 



 

② 予算がないというが、捻出はできる。地区大会のお昼代をおむすびにして経費を浮かせるとか費用捻出 

の知恵を出す努力が必要。 

③ ＣＭのイメージは良いが、インパクトがない。放映時間も短い。終わった後、何が言いたかったのかが 

印象に残らない。 

④ ポリオ撲滅といっても日本ではピンとこないしポリオ自体を知らない人も多い。小児マヒと言われれば 

分かるが･･･。 

⑤ ユニセフのＣＭのようなインパクトとボリュームが必要。費用もかかるが、地区単位ではなくロータリー 

ジャパンのような全体レベルで考えてもよいのでは。 

� 自クラブでの具体的な広報活動の例 

① 銀行に募金箱を置かせてもらい、それが話題になって新聞に取り上げられた。 

② 市内の新入小学生を対象に防犯ブザーを配布して地元メディアに取り上げられた。 

③ 一つのクラブの活動では規模的に目立たないものになってしまうので、複数のクラブが共同で例えば市内 

クラブ全体とかグループ単位での活動を考えたらどうか。 

 

 

配布資料は 2600 地区 55 クラブのクラブ事業計画書の社会奉仕委員会の部分を全てコピーしたもので、55 ク 

ラブ全ての物を拝見できることは初めてで画期的なことと感心しました。その中で具体的な活動を記してある 

クラブの主なものを雑駁にまとめました。（ほとんどのクラブが行っているものは除きます）独自なユニークな 

活動があったり、また、ロータリアンが考え実行できることは似ていて同じようなことをやっている感はあり 

ますが、継続することが最優先であると認識した研修会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山野・道路・公園への植樹、手入整備 ２９クラブ 

子供への支援 １２クラブ 

水の浄化など ７クラブ 

図書に関するもの ５クラブ 

蛍の保全・養成、育成 ５クラブ 

魚、放流・蝶の楽園・チョウゲンボウ応援団 各１クラブ 

次期出席・プログラム委員会  黒澤明男委員長 

地区研修・協議会分科会の次期社会奉仕部会、参加報告です。ＲＬＩ方式により各ク

ラブが守るべきもの、変わるもの、変えてはいけないものは何かを念頭に置き、現在社

会奉仕委員会で実施していることを発表し、その効果、問題点など意見交換した大変、

学ぶところの多かった分科会でした。 



 

  

の原点であることが確認されました。 

  職業奉仕とは自分の仕事をしっかりやり、例会に出席し、自己修練し、人間性を向上させ、仕事で得られた 

利益で社会貢献するということです。最近は職業奉仕の見える化として、出前講座（寄付講座）することを勧 

めています。 

静岡ロータリークラブの静岡大学人文社会科学部への教育連携講座の今年度のスケジュールを見ると、会員 

企業の幅広い業界の中から毎回講師を派遣し、各社が進める日常の業務の紹介と各業界について自社が歩んだ 

歴史や現状、実践的知識や環境変化への対応など具体的事例を学生に教示し学生の社会的知識の向上やキャリ 

アの形成に役立っています。 

２６００地区でも各クラブに２回以上の出前講座をすることが求められています。 

佐久ロータリークラブは１０年以上青少年プロジェクトを行っていますが、今年度は補助金を活用して、浅間 

中学校２年生７クラスの職業体験の前に、マナーについてテキストをプレゼントして講座を実施しています。 

わがクラブも何ができるか探っていきたいと思います。 

来年の職業奉仕セミナーが２０１６年２月２０日に開催されます。会長と奉仕員長が義務出席ですが、それ 

以外の会員も是非参加することをお勧めします。それぞれの発表者がいい会社を作るためどういう気持ちで何 

をやっているかとても参考になります。 

 

 

 

 

                

 

               【２０１５～２０１６年度 ＲＩテーマ】 

次期奉仕プロジェクト委員会 橋詰希望委員長 

職業奉仕部会 出席報告 

久保田栄一委員長の司会、横田盛廣パストガバナーがアドバイザーで部会が開

かれました。委員長はじめ内藤玄雄、春日俊也副委員長の自己紹介（職業紹介）

も冒頭に行われ、それぞれ自分の仕事をしっかりやっていくことがロータリー 


