
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥さんは和服で参列、たくさんの写真を撮ってもらいまし

た。王様の結婚式です。おとぎの国の結婚式に参加させ

て頂きました。 

 

【幹事報告】 前田 博志 幹事 

１．望月宗敬ガバナー・原拓男ガバナーエレクトより「地区

研修協議会」礼状 

 ・例会終了後理事会 

【本日の配布物】 

週報 1313 号、合同夜間例会案内、ロータリーの友 4 月 

号 

 

◆出席報告   黒澤 明男 委員長 

会員数２３名 出席義務者２０名 免除者３名     

本 日         出 席  １５名 

            事前 MU ０名   ７５．００％    

前々回（3/22 ）   ＭＵ    ０名   ８０．００％ 

 

◆委員会報告 

 クラブ広報・情報委員会   湯本 敏晴委員 
  ・ロータリーの友 4 月号紹介 

  

 クラブ運営委員会   小林 秋生委員長 

 ・合同夜間例会案内（5/18） 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．1  前田 博志君 

 

◆ニコ BOX    黒田 説成 委員 

 

渡辺 頼雄君 
地区協報告、楽しみに聴かせて

頂きます。 

前田 博志君 ラッキー賞、ありがとう！ 

矢島 栄一君 
地区研修・協議会の参加者を代

表して入れさせていただきます。 

 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 矢島 栄一 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 「奉仕」の理想 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 新しい船出、小泉新市長、何はともあれお祝いしたい

と思います。想いは一つにして小諸市が益々発展する

事をお祈りしたいと思います。 

 さて、春は楽しいスタートが多い訳であります。今日

は外国の結婚式のお話をさせて頂きたいと思います。 

 もう少し前のことであります。 

 インドネシアの会社に金型を持って行って、立ち上げ

を何年間も繰り返しておりました。ナショナルゴーベル

社の家電のお仕事をさせて頂いていました。ゴーベル

社長は 30 代、2 代目の若い社長でありました。その弟

さんの結婚式に招待を頂きました。お嫁さんは当時の

工業副大臣のお嬢さんでありました。ジャカルタの空港

に着きました。私の名前の看板を持った方が、立って

おりました。入国審査もフリーパスです。ホテルの部屋

には私と奥さんに大きな花とウェルカムメッセージで迎

えてくれましした。 

 夜はゴーベル家主催の前夜の宴、翌朝出発前のセレ

モニー、家の前からバス 3 台、乗用車８台位、パトカー

先導でお嫁さんの家までノンストップ。大きなテントの

中でお迎えの儀式、ご馳走を頂き、挨拶させて頂き、帰

りもノンストップです。いよいよ国際センターで結婚の儀

式です。長い廊下、赤い絨毯と民族衣装の出迎えで貴

賓席へ行きました。伝統的な刺繍の入った花嫁の服や

スカーフ、それは美しいものです。花婿、縁者の盛装は

イスラムの夢の世界です。 

 結婚契約儀式が続きます。そして披露宴です。招待

客３０００人といっていましたが、実際には友人同士、

恋人同士も参加して 5000 人でコンベンションホールが

いっぱいでありました。日本人も 30 人位いました。私の 

◆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．１３１４  平成２８年４月１２日  

 

2015～2016 年度 

国際ロータリーのテーマ 



  

◆【本日のプログラム】 「地区研修・協議会報告」   

   

   

必要がある。例として、アイリスロータリークラブ設立の話がありました。当初は、女性だけのロータリークラブを作ろうと

したが、ソロプチミストの大反対で、女性が大多数のクラブを作ろうとの方向に。その過程で学んだことは、大きな二つ

の壁があるということ。一つの壁は負担の壁、一週間に一度の例会、会費等の費用等々、二つ目の壁は心の壁・信頼

の壁 

クラブの理想の会員数は３０名前後，一人のリーダーシップのある人の存在、柔軟性のあるクラブ（自治権の拡大）

一か月一回の例会もありか？会員の相互企業訪問等、退職者のクラブもありか？従来の枠を超えた戦略的計画を作

る必要があるとの講演でした。 

  

 

   第１回本会議は原拓男ガバナーエレクトの講演がメーンイベントです。アメリカのサンディエゴで開かれた国際協議

会の報告が中心でしたが、会員増強と財団寄付において掲げられた目標に対しては、かなりのプレッシャーを感じられ

たようです。当然そのプレッシャーはガバナーエレクトからさらに具体化されて各クラブへと伝わってくるのは言うまでも

ありません。９月に予定されているガバナー公式訪問に向けて、クラブでどのように対応するかを協議していく必要があ

ります。 

    会員増強では、２６００地区の１グループあたり純増１０名、地区全体で９０名が目標です。２０１７年のアトランタ国際

大会には３０名を２６００地区から参加させたいという目標も掲げています。また、財団寄付は１人あたり２００＄を目標

としています。 

    目標の話はそれくらいにして、次年度のテーマについてふれておきたいと思います。ガバナーエレクトの講演の中で、

ＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」であり、２６００地区方針及び行動目標として、地区標語が「Ｂａｓｉｃ＆Ｎｅｗ！」

（原点に返り新たな改革を）、行動指針は「長所を認め合い、絆を深めよう」としています。 

「Ｂａｓｉｃ」は原点のことであり伝統を継承するとともに、「Ｎｅｗ」日々変化・発展する現代社会に対応してより良い奉仕

をするために新しい考え方の採用やＩＣＴ関連のような新しいことも取り入れていかなければなりません。そしてロータリ

ー全体の発展を望むなら、全員が同じ方向に進まなければならないということです。 

    また、行動指針では「四つのテスト」の三番目「好意と友情を深めるか」を一番大切にしており、友情を深めクラブ内に

融和がなければ同じ方向に進むことはできないというところから「長所を認め合い、絆を深めよう」としました。２６００地

区の２，０００名のロータリアンが絆を深め、同じ方向に進んでいくときのパワーこそが「人類に奉仕するロータリー」とな

るでしょう、というふうに結ばれました。 

    次年度の幹事としてどこまでできるかわかりませんが、今回の地区研修・協議会で学んだことを生かし、クラブが少し

でも活性化されるよう努めていきたいと思います。 

 

次期会長・幹事部会  会長エレクト 掛川 興太郎会員 

次期会長・幹事部会は松本大学において 4 月３日に行われました。主なテーマは”クラブの

活性化と会員増強について”という演題で、名古屋地区パストガバナーの弁護士でもある田

島好博氏の講演でした。 

主な論点は地区として会員増強は戦略的に取り組む必要があり、具体的な支援体制をつくる 

次期会長・幹事部会   次期幹事 矢島 栄一会員 

４月３日朝７時４０分、ミレニアム観光の中型バスに小諸ＲＣ、小諸浅間ＲＣともに６

名ずつ合計１２名が乗り込んで松本に向け出発しました。松本大学まではちょうど１

時間半。松本の国道１９号線沿いでちらほらと開き始めた桜の花が、私たちの来訪を

歓迎してくれていました。 



 
頑張ってもらいたいとのことでした。 

2600 地区の 2000 年度の会員数は 3019 人が長期に渡り減少を続け 2015 年中川ガバナー年度には 1951 人と 

2000 人を切り 40％程の減少になり、現在、望月ガバナー年度では 2015 人と 2000 人を確保している様ですが，こ 

の減少傾向は世界的で発展途上国のインドとフイリピン等のみ会員が増加しているのが現状です。 

昨年に引き続き 2000 人確保のための RLI 方式による討議ではグループ会員増強 10 人の活動と課題について 

話し合いました。 

当、東信第一グループで努力目標として 10 人増を計るということで小諸浅間ロータリークラブでは 2 人程の増加 

を計ると発表致しましたが、会員全員が増強する事を共有して、知恵を出して頂き、何とか目標を達成できます様、 

頑張りたいと思って居ります。      

  

動機や入会への魅力が高まることを、ロータリーアンに広く認識してもらうように努力する。 

「今年度の計画・重点事業」 

①  地区大会は最高の広報チャンスと考え、大会の新聞広告を実施するとともに、当日の内容をマスコミに取り上げて 

 もらえるよう働きかける。 

②  地元メディアによる活動報道の実現を推進する。 

奉仕活動、恩恵を受けた人々、団体の紹介、募金活動、交流機会などを取り上げてもらう。 

③   ロータリーの友に②の活動を掲載されるように友の委員活動を進める。 

④   ―般の方に読まれた活字になった記事収集を行い、活動の参考にしてもらう。 

⑤ 日本ロータリーの広報担当を講師とし、各クラブの広報担当を対象としたロータリーの公共イメージ向上について 

 の啓蒙セミナーを開催する。  以上が地区の次年度の指針です。 

分科会では、森川委員長の司会進行により各クラブの広報活動の現状と取り組みについて各クラブの委員長より発表

がありました。 南信地区のクラブでは積極的に地元紙に働きかけて、ロータリーの事業を公開し、公共イメージに貢献し、

地域の人に認知されているとの話がありました。インターネットを使い、フェイスブック、ユーチュブ、ホームページで広報

活動をしているクラブも多々あるが、継続がなかなか難しいとのことでした。（会員の高齢化？）。    

わがクラブは 2011 年度（前田年度）よりホームページを立ち上げ、毎週会報を掲載していることを話し、各クラブの皆

さんに見たことがありますかと尋ねたところ、誰も知りませんでした。大変無念に思いましたので、今後は見て頂くように

PR しておきました。 

最後に委員長よりお願いがありました。「各クラブにおいて新聞、雑誌、ミニコミなどー般の方に読まれた活字になっ

た記事を他のクラブのかたに読んでいただきたく収集いたします。つきましては、その原本（コピーではなく）新聞であれば

記事になったⅠ面をそのまま地区事務所に送っていただきたいと考えています。 

皆様のご活躍で、第 2600 地区の活動が素晴らしいものとなるよう共に頑張りましょう。」との事でした。 

    

次期会員増強部会   渡辺 文夫会員 

2016～2017 年度のための地区研修.協議会の報告を致します。 

午後の分科会.会員増強部会の報告を致します 

最初に望月 宗敬カウンセラー、ガバナーの話しがありまして会員増強にかんしては

理屈じゃない、行動あるのみ（実践あるのみ）とのことで義理と人情と情熱で押し一本で 

次期広報・情報部会  中河 邦忠会員 

RI2600 2016～2017 年度地区委員会事業計画より 

「委員会の目的・目標」 

・ロータリー活動を多くの一般の人に知ってもらい、ロータリーへの理解と支援を促進する。  

・効果的な広報活動や公共イメージの向上によって、ロータリーへの支援が集まり、寄付の 



 

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。 

 

 人道奉仕の最前線に立って来ました。 

  ・一人平均      150 ドル以上 

  ・ポリオプラス 一人 500 円以上 

  ・大口寄付の推進（ベネファクター）恒久基金寄付 

  ・ロータリーカード加入 ２名達成 （スタンダードカード 会費無料） 

       ゴールドカード 10,500 円（内 3,000 円はＲ財団寄付） 

 

   2014～2015 年度の寄付金収入は 14 億円余で 6年ぶりに 14 億円を超えました。2000 年頃は 20 億円 

 を超えており、会員数の減少、また一人当たりの寄付金の減少もある様です。奨学生の採用枠も減って 

 います。長野県の会員の個人平均寄付額は 14,590 円です。寄付金は税制優遇を受けられますので、宜し 

 く、ご協力をお願いします。 

  奨学生数の推移は 2004 年頃は 1000 人ほどいましたが、その後 800 人前後で推進し、2015 年は 730 人 

 でした。奨学生であった方を学友と言い、ロータリアンになった学友も 180 人程おり、学友や学友会か 

 らの寄付金も 2400 万円を超えています。 

  当日、信州大学 疾病予防医科学系の博士課程 4年の蘆 郁（ろ いく）さんが卓話をしました。 

 

次期職業奉仕部会   橋詰 希望会員 

 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の原点であることが確認されました。 

次期ロータリー財団部会  黒田 説成会員 

 財団への寄付については「特定公益増進法人」です。寄付金の約 40％が戻るという画期的税

制です。 

 ロータリー財団は 2016～17 年度に 100 周年を迎えます。財団はきれいな水の提供、疾病 

との闘い運動の推進。基本的教育・世界的なポリオ撲滅活動」など多くのプロジェクトを通じて 

次期米山記念奨学会部会   小池 平一郎会員 

 委員長は清水義雄さんで信州大学に於いて自らの講座の留学生が米山奨学生であり、

指導教官であった経歴の方でした。日本への留学生を支援し、留学生の母国と日本の架

け橋となってくれる人々を育て、ひいては平和な社会を実現するための留学生支援組織が

この委員会です。国際ロータリーの中でも特別に注目されている留学学生支援組織です。 

次 週 のプログラム： ４月 １９日 「白鳥映雪画伯について」  

                      小諸高原美術館・白鳥映雪館 星野 保彦氏 

次々週のプログラム： ４月 ２６日 「坂 の上 小 学 校 給 食 体 験 」  

 


