
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区事務所の固定化。事業・予算・組織の見直しと会

計監査の導入、10 月 17 日～18 日の地区大会。 

 8 日の午後の全てのプログラムを”ロータリーデー

プログラム”として一般の皆様を大会にお招きする。

大きな期待と、たくさん集まって欲しいという心配も

あります。大きな輪が広がることを楽しみにしたいと

思います。 

中国発世界同時株安から世界の市場が乱高下してお

ります。日経に世界景気の基調判断を 3 年ぶりに引き

下げたとあります。“世界 2位の経済規模の中国”当社

の中国工場もあります。大きな混乱にならぬよう願っ

ております。 

そして日本と中国、心の原点を思い起こし、勇気を

持って見なおして欲しいと思っております。中国にと

っても日本と喧嘩をしている時ではないと思います。

日本と仲良くして、日本の環境技術を取り入れ、空気

を綺麗にして、水を綺麗にして、健康的で安心出来る

国になって欲しいと願っております。 

望月ガバナー様から頂いた”心の原点と見直しに勇

気”声を大きくして中国にも贈りたいと思います。 

お忙しいところおいで頂きまことにありがとうござ

います。ご指導の程宜しくお願いを申し上げます。 

 

【幹事報告】  黒澤 明男 副 幹事 

1.例会変更 

  佐久コスモスＲＣ 9 月 21 日（月）定刻受付なし 

           9 月 28 日（月）定刻受付あり 

2．週報 

   上田東ＲＣ 

≪本日の配布物≫ 

週報 1286 号、ガバナー月信 3号 

 

 

 

 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 小林 秋生 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

◆ゲスト 望月 宗敬様 

（第２６００地区ガバナー） 

品田 宗久様 

（東信第一グループガバナー補佐） 

 

◆誕生祝 

 神津恭通会員・矢島英夫会員 

 

◆結婚祝 

 矢島英夫会員 泰子夫人 

前田博志会員 寿美子夫人 

工藤泰一会員 和子夫人 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

9 月 1 日、望月宗敬ガバナーお迎えする日であり

ます。 

ようこそおいで頂きましてありがとうございます。

心より歓迎申し上げます。地区の会議で何回かお会

いし、お話も聞かせて頂いており、親しくお迎えさ

せて頂きました。 

先日我が東信第一ガバナー補佐、品田宗久様に事前

訪問頂きました。望月ガバナー様の敬愛に満ちたご

紹介を頂きました。今信州大学大学院の学生でおら

れる、拍手をお送りしたいと思います。お仕事は会

計事務所、企業の先生だと思っております。 

”思い起こそうロータリーの心の原点・今見直し

に勇気を” 

ロータリーの経営をやられておられること勇気を

頂いております。 

 

 

◆会 長 / 渡辺 頼雄    ◆副 会 長 / 掛川興太郎 

◆幹 事 / 前田 博志    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

◆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．１２８８  平成２７年９月１日  
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 ◆ニコ BOX  小林 秋生 委員 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【本日のプログラム】 「ガバナー公式訪問」 

 国際ロータリー 第 2600 地区 ガバナー 望月 宗敬様 

 

「何かをプレゼントしよう」ではなく、「自らがプレゼントになろう」 

ただお金を出すだけでなく、自分自身が行動・実践し汗をかいた奉仕をしなさい。 

ここに重要な意味があると思います。詳細はクラブ計画書をご覧ください。 

◎ＲＩ会長方針を受けての 2600 地区の方針（ＰＰ４） 

・会長からの問い、「プレゼントできる何か」を自分に問うたとき、私たちロータリアンは職業人の集まりですから、

自信をもって地域にプレゼントできるもの→それは「自分の職業を通しての奉仕」だと確信します。 

私は、「思い起こそう、ロータリーの心と原点」を地区テーマとして、職業奉仕にロータリーの一つの方向を見出し

たいと考えます。本日の話も職業奉仕が中心です。 

・また、会員減少により、地区組織・運営を大幅に見直す必要があります。 

「今、見直しに勇気を」を行動指針として取り組む覚悟です。 

ロータリー第 2600 地区へのプレゼントになるよう全力で取り組みます。 

◎ガバナー補佐とともに（ＰＰ５）× 

神津 恭通君 
先程は誕生祝、有難うございまし

た。 

小林 秋生君 

本日は 9 月月初の例会でござい

ます。朝から秋雨に見舞われま

したが、例会開会時には止んで

明るい秋の気配が感じられまし

た。大変暑い夏でしたので、雨の

秋も良いかなと思っています。ガ

バナー様、宜しくご指導の程お願

い致します。 

青松 英和君 

望月ガバナー、品田ガバナー補

佐、当クラブ訪問有難うございま

す。 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．２     渡辺 頼雄君 

 

 

◆【出席報告】   中河 邦忠 委員 

 会員数 ２３名  

 出席義務者 ２２名  免除者 １名 

   本 日   出 席  １９名 
         事前 MU  １名  ８６．３６％ 

前々回（８/１８） 

   ＭＵ    ０名  ８０．９５％ 

渡辺 頼雄君 
望月ガバナー様、品田ガバナー

補佐様、ご歓迎申し上げます。 

黒澤 明男君 

望月ガバナー様、品田ガバナー

補佐様、ご苦労様です。宜しくお

願い致します。 

小山 盛夫君 

先週、欠席しまして、ニコＢＯＸの

当番を黒澤さんにして頂きまし

た。有難うございました。 

矢島 英夫君 

誕生祝・結婚祝有難うございま

す。ロータリークラブは若返って

いる時代に、当クラブの平均年

齢を上げていて心苦しいとおもっ

ています。 

 

 

◎はじめに（ＰＰ１）礼・クラブの特色等簡単に３分程度 

◎まず、国際ロータリー会長ラビンドランご夫妻（ＰＰ２）× 

・ラビンドラン会長の出身国はスリランカです。 

スリランカはインド近くの島国、人口 2,000 万人、Ｒクラブ数は 58、会員数は 1,700

人→2600 地区と大差ありません。 

◎ラビンドラン会長の基本方針（ＰＰ３） 

・ラビンドラン会長の基本テーマは「世界へのプレゼントになろう」です。 



９人のＧ補佐の皆さんと力を合せて頑張る所存です。皆様のご支援、ご協力をお願いします。 

◎まず、私の 28 年前のロータリー入会時の思い出をお話しします。（ＰＰ６）× 

○入会と職業分類の厳格さです。 

推薦者は、恩師の神沢税理士でしたが、入会は簡単ではありませんでした。 

ロータリーは入会のルールがしっかりしている、さすがＲ。 

自分の職業を代表して入会している誇りと責任を感じました。 

○例会について、当時のクラブ奉仕委員長から、→「例会は人生の学校である」 

学校だから出席義務がある。もし欠席の場合は必ずメーキャップをしなさい。 

◎私のロータリーモーメント 

○入会して間もないころの話 

ある医師が税務顧問の依頼で事務所へ→仕事・契約の話は終わって雑談 

「ところで、望月さんはＲとかＬとかには入会しているのですか？」「はい、２年前から松本ロータリークラブにお

世話になっています」「そうですか、それなら安心だ」・・・「それなら安心だ」 

◎ピーク時から３３％減った会員（ＰＰ７） 

・ロータリーの会員数について見てみます。 

◎ロータリーの変化（ＰＰ９）（１枚目左下） 

・ロータリー誕生から現在までを見てみましょう。 

・まず、1905 年から 1960 年の約 60 年間ですが、外部的には無変化でした。 

・（19）60 年代から（19）80 年代にかけて変化が発生しました。 

外部活動の開始です。 

・（19）80 年代から 2000 年にかけて大きな変化が出てきました。 

85 年、ＲＩが直接手掛けるポリオ撲滅に乗り出します。Ｒの質的変化の始まりです。 

・そして 2000 年以降 

「奉仕の第 2世紀」と言われる革命的変化が起きてきます。 

◎ロータリー設立当初の黎明期について（ＰＰ１０） 

・ロータリーの精神的骨格を作ったのはアーサー・シェルドンです。 

そういった道徳論的奉仕団体に飽き足らぬ人がでてきます。 

メルグィン・ジョウンズという会員は、奉仕とは、今、現にお金を必要としている人達に対し、支援することだと

1917 年、ライオンズクラブを設立しました。 

ここに“I serve”という理念のロータリーに対し、”We serve“と叫ぶライオンズが誕生しました。 

◎I Serve と We Serve の違い（ＰＰ１１） 

I Serve と We Serve どこが違うのか？ We Serve は、会員同士が力を合わせ、お金や労力を集めて大きな集団奉仕

の成果を上げることが Goal（目的）です。そこで完了。 

それに対して、I Serve は、会員個々の力を集め、集団奉仕を行うところまでは、We Serve と同じです。しかし、I 

Serve はこれで終わらない。終わってはいけない。 

これは Training・実験です。 

◎決議 23-34 の意味するところ（ＰＰ１２） 

この決議の真髄は、「ロータリーは、自己のために利益を得ようとする欲望と、他人に奉仕しようとする義務感と、

それに伴う衝動との間に常に起こる争いを和解させようとする人生の哲学である」という一節に凝縮されています。 

そして、更に重要な点は、次の欄、「ロータリークラブの社会奉仕活動は、ロータリークラブの会員を、奉仕という

点で訓練しようとする実験としてのみ考慮 

つまり、ロータリークラブはロータリアン個人に奉仕をさせるための組織であって、クラブが団体として奉仕する

のはむしろ本筋ではないということです。 



ここにロータリーの意義があります。 

◎職業奉仕の変遷（ＰＰ１３） 

次に、職業奉仕の変遷について見てみましょう。 

◎「職業奉仕」はロータリーの根幹（ＰＰ１３） 

ロータリアンは、「職業分類」によって選ばれた、「職業人の集まり」です。 

ロータリーにおける、あらゆる奉仕活動は、人間性向上の修練のためにあり、修行の結果を世に問うことが職業奉

仕です。職業奉仕はロータリーの根幹です。 

私はロータリーの職業奉仕はもっと輝きを増すべきだと思います。 

◎職業奉仕の見える化（ＰＰ１５） 

本年度の事業目標「職業奉仕の具現化」はその第一歩です。 

◎「ロータリーの例会は人生の道場」（ＰＰ1６） 

ポール・ハリスは例会に出席すると「童心に帰る」といわれました。例会は、人間性を取り戻す時間です。 

これが、親睦から奉仕が生まれる過程であり、ロータリーの本質です。 

以前のロータリーは、優れた人生教室として、尊敬と羨望の眼差しで見られていました。 

その後、幾多の奉仕プロジェクトを手掛けるようになり、またそれに伴う財政事情から会員増強・寄付増大が重点

課題になってくるに従って、ロータリーは急速に変質してきました。 

「人づくり」という使命は薄れ、要は、如何にして“We serve”の輪を拡げるか、そのための会員拡大と、財政基

盤確立こそ重点目標となっています。 

批判めいたことを申し上げました。しかし私たちは、ＲＩの一員です。 

世界多数の会員の意向、規定審議会によって決議される、ＲＩの決定事項は順守しなければなりません。 

しかし、私は、時代は変わっても、ロータリーの根幹である、職業奉仕を最終目的とする、“自己修練の旗”は決し

て降ろしてはならないと考えます。 

◎ロータリー活動は「担雪埋井」の心で（ＰＰ１７） 

ロータリーは親睦の中で、奉仕を学び、人格を磨くための団体です。 

そのために例会は欠かさず出て、団体で奉仕活動を行い、一歩一歩自分を改革して成長させ、その成果を社会へプ

レゼントしましょう。 

ロータリーは一より学び十を知り、十よりかえるもとに一 

繰り返し 繰り返し  人間性を高めるために精進する 

ロータリーに「もうこれでいい」という終わりはありません。 

ですから皆さん、簡単に「もう年だから」などと退会などしてはいけません。 

学ぶことを放棄することですから、途中退会は不幸なことです。 

それでは最高の退会はどういうものか？ 

2630 地区、服部芳樹ＰＤＧが著書「I serve」の中で明快に、それは「天寿退会」ですと述べています。。 

◎甦れロータリー（ＰＰ１８） 

ロータリーは素晴らしい魅力を持っています。有意義な価値ある団体です。 

ぜひ、ロータリーで学び、人格を磨き、そして人生を楽しみましょう。 

「私はロータリー会員です」「あっ、それなら安心だ」そんな、誇れるロータリーに再びしたいものです。 

ご清聴 ありがとうございました。 

      

 

 

 

 

次 週 のプログラム： ９月 ８日  「県 政 報 告 」 長 野 県 議 会 議 員  山 岸 喜 昭 氏  

次々週のプログラム：９月 １５日  「新 世 代 月 間 によせて」奉 仕 プロジェクト委 員 会  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                   ≪望月宗敬ガバナー公式訪問≫  


