
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．例会変更 

上田ＲＣ ９月１６日（月） 定刻受付なし 

 ９月２３日（月） 定刻受付なし 

 １０月１４日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ９月１７日（火） 定刻受付なし 

 ９月２４日（火） 定刻受付なし 

２．週報 

 上田ＲＣ 

・八朔相撲お菓子詰合せを８月３０日（金）９:３０より音羽で 

行ないます。 

【本日の配布物】 

  週報 1467・1468・1469 号、ガバナー月信 8 月号、伊藤

ガバナー月信最終号、ロータリーの友 8 月号、地区大

会パンフレット 
  

◆出席報告   新井 粒太 委員 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名     

本 日         出 席     １６名 

            事前 MU     １名  ７６．１９％ 

前々回（8/6）    ＭＵ        ０名  ６６．６７％ 
 

◆委員会報告       

 クラブ広報委員会  橋詰 希望 委員  

 ・ロータリーの友８月号紹介 
 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．３  朝倉 俊次 君 
 

◆ニコＢＯＸ   矢島 栄一 委員 

前田 博志君 ガバナー補佐、宜しくお願いします。 

黒澤 明男君 

山浦ガバナー補佐、両澤幹事、本日は

ご苦労様です。宜しくご指導お願いしま

す。 

橋詰 希望君 

山浦ガバナー補佐、両澤幹事補佐あり

がとうございます。八朔相撲土俵作り途

中でリタイアしました。すみません。 

加藤輝男君 

ガバナー補佐山浦様今日はご苦労様

です。八朔相撲土俵作り出席された

方、本当にご苦労様です。来年は出席

したいと思っています。 

矢島 栄一君 山浦ガバナー補佐宜しくお願いします。 

渡辺 頼雄君 
山浦ガバナー補佐、両澤様ありがとうご

ざいます。誕生祝頂きました。 

朝倉 俊次君 本日のうな重、喜ばれてよかったです。 

 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 朝倉 俊次 委員 

◆ｹﾞｽﾄ 山浦 俊一 様 

（東信第一グループガバナー補佐） 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 両澤 透君（ガバナー補佐幹事） 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 
皆さんこんにちは。 

昨日、この９月１日に執り行われる八幡宮八朔相撲の土

俵造りに参加された会員の皆さんに心から感謝いたしま

す。例年とは違いウイークデイだったにもかかわらず８名

の皆さんが参加して頂きました。同じ理由で、氏子の皆さ

んが仕事で出られない分、総代長大井さんはじめ役員の

方々がとても私達を喜んでくれて、大活躍出来ました。コミ

ュニティＴＶ小諸、小諸新聞等、メディアも駆けつけてくれま

した。数日中に電波にのりますから是非見て下さい。 

ガバナー補佐をお迎えして、そんなご挨拶から始められ

る事を、とてもハッピーだと思っています。 

さて、改めまして、山浦ガバナー補佐、そして両澤ガバ

ナー補佐幹事、今日はようこそおいで下さいました。心か

ら歓迎いたします。限られた時間ですが、ガバナー補佐か

らたくさんの事を学ばせて頂いて、ミスターロータリーその

もののロータリー歴５０年の山浦先輩に一歩でも近づきた

い。そう願っています。 

先週の木曜日の会長幹事会、６月１５日の塩尻で開か

れた地区増強セミナー、そして昨年のＰＥＴＳ。既にたくさん

の事をガバナー補佐にお教えて頂いています。 

その中で、山浦ガバナー補佐は「ロータリークラブは異業

種間の交流だよね」とおっしゃいました。私もまさしくそう思

っていました。とても嬉しかったです。続けて、ガバナー補

佐は、２０数名のその分科会で、（皆さんご承知の様に山

浦先生は歯科医の先生でいらっしゃいます）「私は狭い診

療室の中で生活しています。このロータリークラブというも

のが無かったら、と前置きして、私の方を向かわれて「例え

ば前田君とは到底出会えませんよね」とおっしゃいました。 

とても嬉しかったです。 

例えば、その分科会は、中学校入学後初めての教室の

様なものです。初めてのクラスメート、初めての担任の先

生。みんなコチコチです。その先生が数多くのクラスメート

の中で私を指名して「君は、○○クンの弟だよね」と名指し

されたような高揚感。ほんとに光栄だな、と感激しました。 

今日は山浦先生に、約束通り、音羽の「うな重」を食べて

頂くことが出来ました。本当に嬉しいです。いかがでした

か。先生、今日はどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆会 長 / 前田 博志     ◆副  会  長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新藤 修一 

◆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 3 階 

NO．１４６９  令和元年８月２７日 
 

2019～2020 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 ガバナー補佐 山浦 俊一様  

  

じたことですが、第一グループでは、小諸浅間さんは元気の良いクラブだなー？と・・・ 

 ご存知のとおり、ガバナー補佐の役目は、公式訪問の露払いとして、事前にお伺いして懇談して、知り得たことを出来るだ

け正確に、古川ガバナーに報告することです。前年度は、こちらの小池平一郎ガバナー補佐、小林秋生ガバナー補佐幹事

にお世話になりました。 例会に先立って、前田 博志会長、黒澤 明男幹事との懇談会で、充分に伺いました。強い熱意が

感じられたことを、しっかりと正確に、古川ガバナーにお伝えいたします。 

私、個人は過去、何回か貴クラブをお訪ねしておりますが、嘗て 23 年前に、当時の制度の「分区代理」として、1996 年 7

月、第９期 長尾 恒男会長、小山 秀樹幹事さんでした。当時は私一人で、今回のように訪問いたしました。当時は分区代

理：一人訪問でした。 

さて、 これから古川ガバナーから会員皆さんにお伝えするように言われた幾つか、これらはすでに、会長はじめ各担当

の方から、伝えられているのでしょうをお伝えいたします。23 年前、多分・・・先ず、このようなお話から入ったと思います。 

 知り得ている記録（ 「2009. 6.30.までの認証」の） ：『 日本全ロータリークラブ認証順位一覧 』によりますと、貴クラブ「小

諸浅間クラブ」は、1988(S.63). 3. 1.創立、同年 3.18. RI 認証されました。日本での認証順位は、1790 番目とあります。 

 この 1988 年は、広島で第４回世界平和会議（フォーラム）開催。「他団体への協力」発表。ロータリー理解推進月間・会員

増強拡大月間 新設。世情では、リクルート事件、ファミコンソフト「ドラコンクエスト３」、コンピューターウィルスがパソコン・ネ

ットに初登場・・・瀬戸大橋開通、そして昭和天皇 危篤状態に・・・貴クラブ創立の翌年；1989（H. 1）年、昭和天皇崩御・元号

は「平成」に、消費税（3％）導入、美空ひばり 逝去・・・そのような時代でした。 

本年度、第 2600 地区ガバナ－古川 静男ガバナー 63 才 所属 松本西南ロータリークラブ 職業分類・職業：司法書士 

古川総合事務所 

今年度の ９グループガバナー補佐の方々 RI 会長ご夫妻、古川 静男ガバナーご夫妻  例年のフォーショットです。 

RI テーマは、“ Rotary Connects The World ”『ロータリーは世界をつなぐ』です。 

 さて、今年度 2019～2020 年度 RI 会長は、アメリカ合衆国アラバマ州出身の弁護士：マーク・ダニエル・マローニー氏です。 

25 才でクラブ入会、30 才でクラブ会長、34 才でガバナー就任という、現状の日本では考えられない・・・全く 比較が出来ま

せんが・・・・・・私が「ロータリー」を全く知らずに入会したとき、26 才でした。 

RI 会長の強調事項：四つです。４/７の「地区研修・協議会」で、すでに述べられております。 

「奉仕を通じて手を取り合い、行動を起こすためのつながりを･･･」と、「つながり」を強調されています。 

・ クラブ内のあり方を柔軟にしてロータリーの魅力を発信し、若い職業人を迎えよう・・・と 

今年度：2019 年 7 月～2024 年 6 月迄の新たな戦略計画、地区協でも述べられておりましたが、4 つ。 

 ・より大きなインパクトをもたらす ・参加者の基盤を広げる ・参加者の積極的な関わりを促す ・適応力を高める 

ロータリーが魅力ある集団であり続けるために、平和で安定した生活を目刺して、より大きなインパクトを・・・ 

ロータリーの素晴らしさを充分に伝え知らしめてから、入会されるように、その基盤を広げましょう！ 

ロータリーの知名度を上げて、ロータリーに関わる人を増やし、お互いの繋がりを築くチャンスにしましょう！ 

長期ビジョンのもと、変化に適応する柔軟なクラブ運営を・・・ 

：家族会員、準会員、法人会員・・・ 

RI 年次目標：優先事項二つ、 

 １．手を取り合う ２．行動する  

会員増強 ： 既存会員維持、女性会員や 40 才未満会員の獲得に積極的に参加！ 

みなさん こんにちは 

今期、東信第一グループ ガバナー補佐を務めます山浦 俊一；蓼科クラブです。 

 本日は、２週間後にある「古川静男ガバナー 公式訪問」に先立って「ガバナー補佐 事前訪

問」で伺いました。よろしくお願いいたします。 

 PETS、地区研修・協議会や地区会員増強セミナーなどで DL ; discussion  leader を務めて感 



奉仕活動に積極的な行動で、ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行動人」に・・・ 

今期地区唯一の RI 役員 第 2600 地区 古川静男ガバナーは、地区標語“ Spread The Charm of Rotary”『ロータリー

の魅力を広げよう』 と掲げました。12 項目あまりの「ガバナーの思い」に現れております。 

本年度のRIテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」とRI年次目標に沿って、当地区の活動計画を定め、活動目標を達成す

るために、ガバナーを中心に、各クラブとガバナー補佐・各地区委員会が連携して「世界で、地域社会で、そして自分自身

の中で持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界」を目指して活動していきます。 

地区活動計画は四つ、  

・ 研修を通じロータリーを知る ・人脈を広げ自分の人生をゆたかに  

・奉仕活動を実施 ・ ロータリーファミリーを拡大する 

先ず、研修を通じてロータリーを知る 

：新会員はしっかりと基礎知識を収得；特に新会員は研修会など積極的な参加を、 

：既存会員は、後輩会員にロータリーを語れるように・・・ 

：RLI の利用など 

・ロータリーの徴（しるし）：ラペルボタン；バッジは、必ず着用！ 

・会う人、出会った人と、積極的に「名刺」を交換、人脈を広げて人生を豊かにしましよう！ 

・ 中長期を展望し戦略計画の検討；先に申しました目標を明確に、向こう５年間の新たな戦略計画を立てて・・・ 

・ 財団補助金の利用；継続事業の見直し将来のロータリアンを養成しよう 

：ロータリーファミリーの拡大；将来のロータリアン候補である若者へのアピールを工夫して！ 

地区活動目標は八つ ～全て 最も身近な目標です。 是非 達成を！ 

 ①研修の実施 

 ②会員の増強と会員維持 

 ③公共イメージを向上させるための活動 

 ④青少年への理解と協力 

 ⑤ロータリー財団への寄付 

 ⑥米山奨学会への寄付 

 ⑦マイ・ロータリーへの登録 

 ⑧クラブ・セントラルの活用 

研修の実施～ロータリーを知る、そして説明できるように・・・ 

：特に退会率が高いと言われている入会 3 年未満会員対象に・・・ 

  既存会員の退会防止のため 再研修・・・先輩会員として再認識しましょう 

会員増強と維持 

：女性会員、  40 才未満会員の獲得、クラブ運営の柔軟性 

：家族会員、準会員、法人会員・・・ 目標：純増；各グループ 10 名・各クラブ 1 名、今期末会員 2050 名 

公共イメージと認知度の向上 

：ロータリーデー実施、 

・ 地域周囲を巻き込んで、例えば 「ロータリー地域社会協同隊」（RCC）結成など 

マスコミなどへの積極的 PR 活動 

青少年への支援・協力 

RYLA; Rotary Youth Leadership Awards ロータリー青少年指導者養成プログラム、IAC、RAC、青少年交換 

ロータリー財団への寄付･･･第一グループでは、ゼロクラブ（年次基金）無しでありたい・・・ 

年次基金：会員一人 ＄ 150   Polio   ：々   ＄ 30 

平和センター：々  ￥ 150 

恒久基金  ：々   ＄ 1,000 お願いします。 



米山奨学会への寄付･･･寄付 集め方・方法を工夫して・・・ 

普通寄付 3,000 円、特別寄付併せて 20,000 円以上を目標にお願いします。 

My Rotary に登録・・・全クラブ 50％以上を 

 ロータリーを知って話せる：形のない ロータリー・グッズです。 

Rotary Club Central ～ リニューアルされて情報化社会に対応 

    ページ表示が早く使い易くなり過去や現在のクラブデータが簡単に見られます。また、新たな機能も追加されて、 

引き継ぎ計画にも役立つようになっております。 

   会長、幹事始め会員みなさんのクラブ運営、奉仕活動への強い熱意を感じました。 

貴クラブは、素晴らしいクラブであることを、正しく古川ガバナーにお伝えいたします。 

  ご静聴、ありがとうございました。 

 

                            【クラブ協議会】 

 

             

 

    

 

          

 

         

次 週 のプログラム：９月   ３日  「ロータリーの友 月 間 」 

次々週のプログラム： ９月 １０日  「ガバナー公 式 訪 問 」  

  


