
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】  黒澤 明男 副幹事 
1.「ジャパンロータリーデーin 愛知」開催について 

  日時 10 月 24 日～25 日 10：00～17：00 

  場所 久屋大通公園内 （愛知県名古屋市中区栄） 

2．望月宗敬ガバナーより公式訪問礼状 

3．小諸市暴力追放推進協議会より長野県民大会につい 

 て 

  日時 10 月 14 日 13：30～15：30 

  場所 諏訪市文化センター 

4．小諸青年会議所より「健康と清掃と浄化！３美化ウ 

ォーク！！」開催について 

  日時 9 月 20 日（日）8：30～11：30 

  場所 古城ふれあい会館 

5．例会変更 

   軽井沢ＲＣ  9 月 28 日（月） 定刻受付あり 

          10 月 19 日（月） 定刻受付あり 

  上田西ＲＣ  10 月 8 日（木） 定刻受付あり 

          10 月 15 日（木） 定刻受付あり 

          10 月 29 日（木） 定刻受付なし 

6．週報 

  上田西、上田六文銭ＲＣ 

・元会員の村尾俊昭様、前島忠男様、小林真主基様よ 

 り新年度のお祝のお手紙 

・来週 9月 22 日（火）法定休日の為休会です 

≪本日の配布物≫ 
 週報 1289 号、理事会報告 

 

◆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（9/1）   ＭＵ  0 名  ８６．３６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 掛川興太郎 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我らの生業 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 9 月 14 日阿蘇山噴火、2回訪れたことがあり火口

に立ったことがあります。1994 年 12 月以来という

ことですが、けが人や建物の被害はないというこ

と、ほっとしました。 

 9 月 10 日 18 号台風による関東・東北豪雨、鬼怒

川氾濫、常総市堤防の越水、決壊、死者 7名行方不

明者 15 名。田や畑が流され、家屋が流され、車が

流され、自然の猛威になすすべがない。大雨、異常

事態、洪水警報、避難指示、人の知恵、人の弱さを

思い知らされます。防災無線が聞こえなかった。早

くに避難指示、ソーラー発電設備の市の許可が不

適、人災というような話が聞こえてきます。ただ人

智が及ばないことであると思います。亡くなられた

方、おくやみ申し上げると共に何らかの形でご支援

をしたいと思います。安全な復興を願うばかりであ

ります。鬼怒川と命名した先人が恐れた自然の恐さ

の名前であったのかもしれません。 

話は変わります。私の会社のお話です。ケイタイ、

スマホの仕事が多い訳でありまして、海外のお客様

の来社も結構あります。ヨーロッパであったり、ア

メリカであったり、中国、韓国と新機種の生産体制

の確認に来ます。 

ヨーロッパのお客様が来られた時の話です。 

まず小諸の立地、素晴らしさ水と空気と景色の自慢

を挨拶に加えて歓迎スピーチをするのです。通訳を

通しての話を聞いておりまして、質問を受けまし

た。我が浅間山と言いましたが、浅間山は活火山で

すよね、噴火してこの工場止まってしまうことがあ

りませんか。 

あったらどこで生産をつなげてゆきますか。普段そ

んなこと真剣に考えたことがなかったので一瞬言

葉に詰まってしまいました。また東京～成田経由の

輸送が災害でできなくなったらどのルートで物流

を行うのか即答、後日報告含めお答えしました

が、”危機管理”はあらゆる角度からの回答が準備

される必要が有ることを考えさせて頂きました。 

◆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．１２９０  平成２７年９月１５日  

 

2015～2016 年度 

国際ロータリーのテーマ 

次 週 のプログラム： ９月 ２９日  

 「ロータリーの友 月 間 」  

クラブ広 報 ・情 報 委 員 会  

次々週のプログラム： １０月 ６日   

 「米 山 月 間 」 米 山 奨 学 生 卓 話  

        任 思 暁 （ニンシギョウ）様  



◆ニコ BOX    小林 秋生 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◆【本日のプログラム】 「新世代月間によせて」 奉仕プロジェクト委員会 橋詰 希望委員長 

   

成功と失敗を分かつ要素は、未来へのビジョンで、新世代は未来への投資です。今から未来を築き始めましょう。 

すべてのロータリアンは若い人々が抱える様々なニーズを認識し、彼らの人間的、職業的成長を支援する責務が 

あります。 

新世代と会員増強 

活動の範囲を新世代へと広げ、ロータリークラブの未来への投資をしよう。地元の青少年や若者とのつながりを 

築き、将来の会員候補の育成と若いパワーや新鮮な考え方を取り入れてクラブを若返りさせましょう。 

インターアクト 

インターアクトとは１２～１８歳の青少年による奉仕クラブです。地域社会または学校を基盤として構成されます。

ロータリークラブがインターアクトクラブの設立を支援し、指導やサポートを提供しますが、それぞれのインター

アクトは自助自立して運営されます。 

目標は、指導力や高潔な心を身につけ、他者への思いやりと尊重の念を育み、個人としての責任や一生懸命仕事を

することの価値を理解し、国際理解と親善を推進することです。 

ローターアクト 

１８～３０歳までの青年による奉仕クラブです。地域社会を基盤としたクラブは、社会人や学生など、さまざまな

職業の青年によって構成され、地元ロータリークラブの支援の下で設立され、社会奉仕や国際奉仕の活動をします。

また指導力養成や職業開発の活動にも焦点を当てています。 

次世代のロータリアンを育てる意味もあります。 

青少年交換 

１５～１９歳の学生を最高１年間の長期交換、もしくは数週間から数か月の短期交換があります。１８～２５歳の

青年を対象とした新世代交換は、数週間から最長３か月です。 

母国の親善大使の役割を果たします。 

わがクラブでは、フランスからアレックス、カナダからエレンを受け入れました。 

青少年指導者養成プログラム ライラ 

RYIA とは何のことか分かりにくいですが、ロータリー ユース リーダーシップ アワーズの略で青少年や若者の

ための研修プログラムでリーダー及び善き市民としての資質を伸ばし、人間としての成長を促すことを主眼として

います。つまりリーダーの養成ということになります。いずれロータリアンになってもらいたい人たちです。 

新世代の学友 

元奨学生、元研究グループ交換チームリーダーとチームメンバー、元大学教員受領者、元ロータリーボランティア

などをいい、すでに地区外に移転してしまっている場合もあるが逆に地区内に他の国や地区から移転してきている

場合もあり、ロータリーのかかわりを保つチャンスを与えてあげる必要があります。 

わがクラブは 

ガールスカウトとの交流、小諸高校の支援、今回の八朔相撲、甲府第一高校への協力等若い人たちにロータリーを

知ってもらえる活動もしています。 

交換留学生も今まで仕事が忙しく受け入れも難しかったところもありますが、今のわがクラブの構成年齢は受け入

れることができる体制になってきているような気もします。若い人と交流し若い人を育てましょう。 

小池平一郎君 

9月27日（日）に小諸市民音楽祭

が開催されます。11 の団体が出

演して下さいます。13 時開演で

す。例年は23日（秋分の日）に行

っていますが、今年は 4 連休です

ので 27 日になりました。 

渡辺 文夫君 ラッキー賞、有難うございました。 

神津 恭通君 
ニコＢＯＸ委員、小林秋生さんご

苦労様です。 

小林 秋生君 

9 月の大雨、災害に遭われた関

東～東北の皆様お見舞い申し上

げます。 

渡辺 頼雄君 
橋詰委員長、奉仕のお話、楽し

みにしております。 

９月は新世代月間です。新世代奉仕について簡単に整理してみたいと思います。 

「新世代」とは 

ロータリー家族の最も若い世代の人々を指し、その多くは、青少年や若者を対象

としたロータリーのプログラムの参加者たちです。ロータリーのプログラムとは

インターアクト、ローターアクト、ライラ（青少年指導者養成プログラム）、青少

年交換です。 

さらに、ロータリークラブや地区の活動に参加している奉仕志向の若者たちも

含みます。 


