
◆点鐘 前田 博志 会長

◆SAA 清水 泰男 委員

◆ソング 奉仕の理想

【会長挨拶】 前田 博志 会長

４月８日の地区協議会へは、黒澤次期

会長はじめ、役員の方々本当にご苦労さま

でした。

私は、行かなかったのですが、お役が終

わる予感に、嬉しさ半分寂しさ半分の日曜

日を過ごしました。黒澤さんに熱いエール

を送ります。

私は、昨年はどうだったのだろう？と思

いまして、私のブログを繰ってみますと、あ

りました。昨年４月１０日（日）に皆で松本大

学に行っています。

当時、緊張の中にも燃えているらしく、題

名は「ロータリーの旗を高く掲げよ！」なん

て銘打ってあって、こう向こうに落ちてしま

いそうな感じで笑ってしまいました。

３月１１日のちょうど１ヶ月後です。全員

で黙祷して始まりました。皆の気持ちもか

なり尖っていて、会場からも、東北支援を

早急にすべきだ、という様な意見が出され

たりしました。あれから１年。ロータリーとし

て、少なからずそうした支援はしてきたよう

に思いますし、我がクラブも、皆さんのご理

解を頂きながら、支援し続けています。

今日は、地区協議会報告ということです

ので、私の話も短めにしまして、次期役員

の熱気を楽しみながら聞きたいと思いま

す。

宜しくお願い致します。

◆ラッキー賞

No.6 掛川 興太郎 君

【幹事報告】 渡辺 頼雄 幹事

1. インンターアクトより

第 24 回インターアクト海外研修報告書

2. 例会変更

軽井沢ＲＣ

4 月 23 日（月）夜間例会の為 定刻受付あり

4月 30 日（月）法定休日の為休会 定刻受付なし

東御ＲＣ

4 月 18 日（水）夜間例会の為 定刻受付あり

4月 25 日（水）歌舞伎例会の為 定刻受付あり

5月 02 日（水）定款による休会 定刻受付あり

3. 週報 東御ＲＣ

・例会終了後理事会

本日の配布物 週報 1133 号

◆ニコ BOX 神津 恭通 委員

青松英和君
地区協議会出席の皆様お疲れ

様でした。

掛川興太郎君
ラッキー賞ありがとうございまし

た。

黒澤明男君
地区協議会参加された会員の

皆様ご苦労様でした。

神津恭通君

ニコボックス大勢の皆様に有り

がとうございました 担当者とし

て御礼申し上げます。

清水泰男君
初孫が今日小学校の入学式を

迎えました。

西川宏君
先週体調不良の為休みました

が 4/8 にメークしました。

橋詰希望君

地区協議会おつかれ様でし

た。ゴルフ愛好会、大雪でハー

フのみでした 残念でした。

前田博志君 地区協議会ごくろう様でした。

矢島栄一君
愛好会コンペに優勝させてい

ただきました。

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽
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2011-2012 役員

◆会 長 / 前田 博志 ◆副 会 長 / 黒澤 明男
◆幹 事 / 渡辺 頼雄 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一
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【本日のプログラム】

「2012 年～2013 年度のための地区協議会」の報告 次期会長 黒澤 明男

4月8日、松本大学で開催されました地区協
議会について報告いたします。

朝7時 30分、当クラブ6人、小諸ロータリー
クラブ 6 人でバスにて出発、日曜日のためか
道路状況も良く 9 時に松本に到着いたしまし
た。

第一回本会議は島田ガバナーエレクトの点
鐘で始まりました。国歌、ロータリーソング斉
唱の壇上の皆さんの所作は前田会長、神津、
小池会員の指摘の通りで再認識をしました。

ホストクラブ長野西ロータリークラブの歓迎

の言葉の中に地区協議会開催について「効果
的、効率的な運営」として出席しやすい場所、
安い費用、やりやすい実行方法、マニュアル
が出来ているなどで開催場所を固定化が＜松
本大学＞の協力で決まりスタートした。これか
らは開催ホストクラブの指名があったら是非受
けて欲しいとの要望がありました。
島田ガバナーエレクトより 2012～13 年度 RI

会長田中作次氏は「奉仕を通じて平和を」をテ
ーマにRI会長強調事項、RI行動計画を発表さ
れました。

RI 会長強調事項
1．2012-2013 年度ロータリー世界フォーラムの実施
①ベルリン(ドイツ) 2012 年 11 月 30 日 ～ 12 月 2 日「国境のない平和」
②ホノルル(米国 ハワイ) 2013年1月25 ～ 27日「平和にいたる緑の道」
③広島(日本) 2013 年 5 月 17 日 ～ 18 日「平和はあなたから始まる」
広島でのフォーラムに日本のロータリアンの多数のご参加をお願いします

2．地区平和賞へのチャレンジ
地区ガバナーは2012-2013年度地区内での平和フォーラムや平和関連の

プロジェクトに対し「地区平和賞」を贈るよう奨励します
RI 行動計画
1．RI 強調事項の具体的な推進
2．RI 戦略計画の推進

・クラブのサポートと強化
・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

3．新世代奉仕活動の活性化
4．ロータリー財団の「未来の夢計画」実施への支援
5．ロータリー財団ポリオ撲滅を最優先事項とする
6．RI 会長賞への挑戦を促す
7．地区平和賞へのチャレンジを促進する

（クラブ平和推進活動の中から最も優れたクラブが選ばれリスボンの2013年RI国際大会の壇
上で表彰します）

続いて2600地区方針および行動計画を「灯(と
も)そう平和の灯(ひ)をひとりひとりの心の中
に」に基づき 12 の事項が提示されました。
全体を通してクラブ改革のヒントはクラブ全て

を棚卸しの上実行するクラブがいかに活性化
するかは奉仕活動、親睦活動に積極的にか
かわり参加することではないかと考えさせられ
た地区協議会でした。

【出席報告】 西川 宏 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 4 月 10 日 23 22 事後（0） 95.65％
前々回 3 月 27 日 23 21 事後（0） 修正 91.30％

～その他発表者～

西川幹事

神津会員増強委員長

橋詰広報・情報委員長

小池奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長

矢島 R 財団・米山委員長

小諸市役所総務課 小 林 様


