
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

蔭の優勝も気にかかりますが、秋田の金足農業高校に東

北に初めて深紅の真新しい大優勝旗を持って行ってほし

いと思います。 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．米山梅吉記念館より館報 

２．例会変更 

上田ＲＣ 9 月 17 日（月） 定刻受付なし 

 9 月 24 日（月） 定刻受付なし 

上田西ＲＣ 9 月 20 日（木） 定刻受付なし 

 9 月 27 日（木） 定刻受付あり 

 10 月 11 日（木） 定刻受付あり 

３．週報 

 上田、上田西、東御ＲＣ 

・来週 8 月 2８日（火）飯綱山公園草刈りです。作業の出来 

る服装で草刈り機・鎌等ご持参下さい。 

 【本日の配布物】 

 週報1421・1422・1423号、ロータリーの友8月号、ガバナ

ー月信 8 月号、地区大会パンフレット 

 

◆出席報告   前田 博志 委員 

会員数２１名  出席義務者２１名  免除者０名     

本 日         出 席   １７名 

            事前 MU   ０名  ８０．９５％ 

前々回（7/31）   ＭＵ      ０名   ６６．６７％ 

 

◆ラッキー賞    

 NO．１４    矢島 英夫 君 

 

◆ニコＢＯＸ    鴨下 直哉 委員    

橋詰 希望様 

小池ガバナー補佐、小林幹事、事前

訪問ありがとうございます。掛川さん

八朔相撲の子供達のお菓子たくさん

ありがとうございます。 

黒澤 明男君 
小池補佐、小林幹事、本日はご苦労

様です。よろしくお願いします。 

前田 博志君 小池先生、よろしく尾根がしします。 

中河 邦忠君 やっと出席出来る様になりました。 

矢島 英夫君 
はからずともラッキー賞いただき、あ

りがとうございます。 

朝倉 俊次君 
飯綱山公園、清掃よろしくお願いしま

す。 

小池平一郎ガ

バナー補佐 
 

美齊津 明君  

 

◆点鐘 橋詰 希望 会長 

◆SAA 加藤 輝男 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

◆ｹﾞｽﾄ 小池平一郎様 

東信第一グループガバナー補佐 

小林 秋生様 

 東信第一グループガバナー補佐幹事 

 

【会長挨拶】  橋詰 希望 会長 
先々週のご家族と一緒の納涼夜間例会、加藤委員長は

じめ皆様で盛り上げていただきまして、楽しい会となりまし

た。感謝申し上げます。 

お盆の休みでやはり一番の出来事はボランティアの尾

畠春夫さんが山口県で行方不明になっていた２歳の藤本

理稀（よしき）ちゃんを探し出した出来事でしょう。１２日から

行方不明になった１５日までの３日間も２歳の子が山の中

で過ごした恐怖は計り知れないものであると思いますし、

その中で生き抜いた精神力と生命力は本当にすごいと思

います。昨日無事退院しました。理稀（よしき）ちゃん以上

に脚光を浴びたのは、ボランティアで参加した尾畠さんで

す。皆さんすでに情報でご存知だと思いますが、６３歳で魚

屋さんを退職した後、世間に恩返しがしたいと、東日本の

大震災や、今回の西日本の豪雨災害にもボランティアで参

加していて、理稀（よしき）ちゃん行方不明のニュースを見

て今回のボランティアを志願したそうです。軽自動車に生

活用具を積んで車で寝泊まりしながら、自炊をしながらの

活動です。独身の方かと思っていましたが、奥さんがいて

４８歳の息子と４５歳の娘さんがいて孫が５人いるそうで

す。しかし奥さんは５年前に用事があると言って家を出た

まま、まだ帰ってこないそうです。 

ロータリーもボランティア団体ですが、尾畠さんみたいに体

を張って現場で活動するなんて私にはできません。せめて

意識だけでも人のためになりたいと常に持ち、自分ででき

ることは行動に移したいと思います。また働いて得た収入

のほんの一部ですが、世の中の役に立つことにできるだけ 

寄付をしていきたいと思います。 

小諸の方たちで、震災で被害を受けた福島の子供たち

を小諸に招いてキャンプをさせたり温泉に入れたりしてい

るボランティア団体もあります。今年も８月３日から４日間

お世話をするそうです。頭が下がります。 

今日は小池ガバナー補佐の事前訪問です。身内のガバ

ナー補佐ですので、私も気が楽ですが各委員長も活動に

ついて意見交換やご指導をいただきたいと思います。 

最後に１００回の記念大会で春夏連覇のかかる大阪桐 

 

◆会 長 / 橋詰 希望     ◆副  会  長 / 前田 博志 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新井 粒太 

◆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 3 階 

NO．１４２４ 平成３０年８月２１日 
 

2018～2019 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



 

【本日のプログラム】  「ガバナー補佐事前訪問」  

 国際ロータリー第 2600 地区 東信第一グループ ガバナー補佐 小池平一郎様  

    
   私の略歴はクラブ計画書の 12 頁に載っております。昨年の 1 月に長男に院長を譲り、勤務医を勤めております。昭和 

  57 年に小諸に帰って来て、診療所を新築して始めましたが、35 年経つと息子に言わせますと、父親の診療所は設備が

旧くて時代にそぐわないと言う事で、新しく診療所を建て、新しい設備は息子に任せて、勤務医となりました。スタッフも代

替わりし、皆、平成生まれで溌らつとしております。私の母が昭和 16 年に小諸で開業して以来ですので、78 年目になろう

としております。 

  小諸浅間ロータリークラブのチャーターではありますが、ただただ出席を重ねただけで、あまりしっかり勉強しておりませ

んので、頼りないガバナー補佐で、肩の荷の重さのみ痛感しております。 

  今日は伊藤ガバナーより、伝えて欲しいと頼まれた数点をお話しして私の任としたいと思います。その中には私自身、こ

のクラブには無理とは言いませんが、荷が重いな～と思う事もありますが、ガバナー補佐として淡々とお話ししたいと思い

ます。 

  クラブ計画書 3 頁を開いて下さい。2018～2019 年度の国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏はバハマの East Nassau ク

ラブの出身です。バハマはご存知でしょうか。アメリカフロリダ半島の南東、キューバの北東に浮かぶバハマ島、そのバハ

マ島の北東にバハマの主島の小さなニュープロビデンス島という島があり、その島に首都の East Nassau があります。人

口は 25 万人との事。 

  クラブ計画書 4 頁をお開き下さい。ＲＩテーマは“Be the Ｉnspiration”で、日本語では、“インスピレーションになろう”となっ

ています。日本語ではＩnspiration というと霊感とか、感動とか、着想とか、閃きなどという訳が先ず思い浮かび、鼓舞とか、 

 激励とか刺激などとかは思い浮かびませんが、伊東ガバナーによると英語を話す国では Be the Ｉnspiration という使い方

はごく自然でＩnspiration の動詞からのイメージの如く、鼓舞する、奮い立たせるから来るニュアンスの使い方をするのだそ

うです。ですから、ロータリアンは自らを鼓舞することにより、ロータリークラブで地区ＲＩ事業を未来に向けて進化させると

共に、地域の人々を応援し、多くの人々の鼓舞につながる活動をする人になろうということです。 

   戦略計画を立てて下さい。ＲＩ戦略計画では 

     ・クラブサポートと強化  ・人道的奉仕の重点化と増加  ・公共イメージと認知度の向上 を念頭におき、親睦・高

潔性・多様性・奉仕・リーダーシップを基にクラブの戦略計画を立てて頂ければと思います。 

   クラブ計画書 7 頁を開いて下さい。伊藤ガバナーのご挨拶が載っています。左半分の最下段の 2 行に各ロータリークラ

ブは国際ロータリー（ＲＩ）の直接の会員です。その間に地区は存在しません。伊藤ガバナーはこのことを強調されておら

れます。各クラブが単独でインターアクト・ローターアクト・青少年交換・ポリオプラス・ロータリー平和活動を行うことは現実

的ではありません。そこでその地区内のクラブから会員を出し合い、地区単位でＲＩ事業をクラブの責任において行える様

にしているのです。ですから地区委員を出して戴き、地区でも活躍をして頂きたいのです。 

  伊藤ガバナーは地区標語として“Find the Value”価値を見出そう をかかげています。「奉仕とは片手間にすることでも、

たまに取り組んでみることでもありません。奉仕とは生き方です。それは思いやりの心を重んじることであり、調和へとい

たる道です。」という田中作治元ＲＩ会長の言葉を添えて！ 

   第 2600 地区の行動計画 

  ・ロータリーデーの開催  ・My Rotary への登録とクラブセントラルの活用  ・新入会員の研修と退会防止 

  ・ロータリー財団への寄付、ゼロにしましょう。  ・年次基金への寄付 150 ドル  ・ポリオプラスへの寄付 30 ドル 

  ・ロータリー平和センターへの寄付  500 円  ・ロータリー財団恒久基金への寄付 1000 ドル 

  ・米山記念奨学会 普通寄附 3,000 円  特別寄付 20,000 円以上 

  公共イメージ向上、活動を社会にアピールして下さい。ロータリーデーを作り、クラブの事業で地域の人々を巻きこむ。あ  

 るいは地域の事業に参加し、ロータリーをアピールする活動をして下さい。 地域社会にインスピレーションを与える様、活

動して下さい。 

  今年一年間、橋詰会長を中心として伊藤ガバナー年度が充実した一年になる様に小諸浅間ロータリークラブの活躍をお

祈り致します。 

         

 

 

 

次 週 のプログラム： ８月 ２８日  「飯 綱 山 公 園 草 刈 り」奉 仕 プロジェクト委 員 会  

次々週のプログラム： ９月  ４日  「ロータリーの友 月 間 」クラブ広 報 ・情 報 委 員 会  

 

 本日はガバナー公式訪問の事前訪問ということでお世話になります。よろしくお願い

申し上げます。 

 創立 30 周年を迎えられたホームクラブへの事前訪問ということで、かえって緊張して

おります。 

 今日は当クラブの現況をお伺いし、当クラブの素晴らしさを伊藤ガバナーに報告し、公 

式訪問の準備をして頂くのが私の務めだと思っています。 


