
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ソング それでこそロータリー
手に手つないで

◆ゲスト 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2600 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ

島田 甲子雄様(上田クラブ）

東信第一ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

丸野 幸子様（佐久コスモス）

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 林 邦幸君（小諸クラブ会長）

中野 信之君（小諸クラブ幹事）

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日は国際ロータリー第 2,600 地区、島
田甲子雄ガバナーと丸野幸子ガバナー補
佐をお迎えしての公式訪問例会です。

皆さんよくご存じの通りガバナーは上田
ロータリークラブのメンバーであり、2010 年、
IM、会員セミナーを上田RCと合同で開催し
た時、東信第二グループのガバナー補佐
でありました。東信地区ご出身のガバナー
ということもあり、親しみを感じております。
ガバナーは明るく、温厚なる人柄で、実行
力のある体育会系、武闘派のお方と伺って
おります。本日は万端につきご指導をいた
だきたいと思っております。よろしくお願い
申し上げます。

島田ガバナーにおかれましては、健康に
ご留意され、持前の行動力で 2600 地区を
牽引されますことを願い、無事激務である
大役を遂行されますこと心より祈念申し上
げます。本日はありがとうございます。

小諸クラブの林会長さん、中野幹事さん、
ようこそいらっしゃいました。

一年間お世話になります。どうぞ宜しくお
願い致します。林会長の緻密さと細やかさ
に中野幹事のスピード感あふれる実行力、
強力なタッグチームと推察いたします。同じ
市内のロータリークラブとして更なる絆を深
めたいと思いますのでよろしくお願いしま
す。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 島田ガバナーより
・2012～2013 年度 地区大会案内

日 時 10 月 13 日（土）・14 日（日）
場 所 佐久一萬里温泉ホテル
登録料 会員 7,000 円 家族 7,000 円
締 切 8 月 10 日

・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山奨学地区研修ｾﾐﾅｰ
日 時 8 月 18 日（土）
・米山奨学研修ｾﾐﾅｰ 10：30～12：10
・ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ 13：00～15：45
場 所 ホテル中村屋
参加者 各委員長

2. クラブ計画書 佐久、蓼科ＲＣ

3. 例会変更
上田六紋銭ＲＣ

7 月 24 日（火）夜間例会の為 定刻受付あり

7月 31 日（火）休会 定刻受付なし

8月 14 日（火）定款による休会 定刻受付なし

小諸ＲＣ

8 月 15 日（水）定款による休会 定刻受付なし

千曲川ＲＣ

8 月 1 日（水）定款による休会 定刻受付なし

8月 8日（水）野外例会の為 定刻受付あり

8月 15 日（水）定款による休会 定刻受付なし

上田東ＲＣ

8 月 8 日（水）ｻﾏｰﾅｲﾄ家族会の為 定刻受付あり

8月 15 日（水）定款による休会 定刻受付なし

上田西ＲＣ

7 月 26 日（水）夜間例会の為 定刻受付あり

8月 16 日（水）定款による休会 定刻受付なし

東御ＲＣ

8 月 8 日（水）納涼花火例会の為 定刻受付あり

8月 15 日（水）定款による休会 定刻受付なし

丸子ＲＣ

7 月 26 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

8月 16 日（木）定款による休会 定刻受付なし

◆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

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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佐久ＲＣ

8 月 2 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

8月 16 日（木）定款による休会 定刻受付なし

4. 週報 佐久、上田、上田東、白馬ＲＣ

5. ㈱アイクより小諸新聞

・例会終了後理事会

本日の配布物
週報 1147 号、地区大会パンフレット、
地区大会案内、会計報告

【委員会報告】

監査委員会

清水 泰男委員長 会計報告

掛川 興太郎委員長 会計監査報告

◆ラッキー賞

NO.18 掛川 興太郎 君

◆ニコ BOX 橋詰 希望 委員

中野俊之様
浅間クラブの皆さんと1年間な
か良くやっていきたいと思いま
す。

林邦幸様
今年も、小諸クラブとも宜しく
お付き合い下さい。

青松英和君
島田ガバナーよろしくご指導く
ださい。職業奉仕のためお話
をお聞きできず残念です。

掛川興太郎君
島田カバナー大変ご苦労さま
でございます。

黒澤明男君

島田カバナー、丸野ガバナー
補佐、本日はご苦労様です。
よろしくご指導をお願いしま
す。

桑原邦夫君
島田さん中野さん 1 年間御苦
労様です。

小林秋生君

ガバナー公式訪問の日です。
お昼は季節の料理「うなぎ」で
した。大変美味しくいただきま
した。

橋詰希望君

島田ガバナーよろしくお願いし
ます。私の大学の先輩です。
小諸クラブ林会長 中野幹事
ようこそ。

【本日のプログラム】 ガバナー公式訪問

島田 甲子雄様 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2600 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ(上田クラブ）

本年度国際ロータリー第２６００地区ガバナーを務めます島田甲子

雄と申します。所属は上田ロータリークラブです。どうぞ宜しくお願

い致します。

この７月より日本人としては３０年ぶりにＲⅠ会長に田中作次氏

が就任されました。今年１月の国際協議会に於いて発表された２０

１ ２～ ２ ０ １ ３年 度Ｒ Ｉ テ ーマ は 「 奉仕を通じ て 平和を 」

（Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ）です。このことは皆様既にご承知

の通りです。その席上、田中会長は平和を一言で定義することは難しい。唯どのように

定義するにしても私達ロータリアンは超我の奉仕を通じて平和をもっと現実に近づけるこ

とができる。平和とはロータリーにとって実現可能な究極の目標であると述べられました。

そしてＲＩテーマのもと、田中作次会長は３回のロータリー世界平和フォーラムの開催を

下記の通りに発表しました。

2012-13 年度ロータリー世界平和フォーラム

1．ベルリン（ドイツ） 国境のない平和

2012 年 11 月 30 日～12 月 2 日

平和を築き、国際理解と協力において人々が相互にかかわり合う機会を推進する上で

の、民主主義の役割を考察します。国家間の理解を促進する上での国際共同委員会の



功績と役割を紹介します。

2．ホノルル（米国ハワイ） 平和にいたる緑の道 2013 年 1月 25日～27日平和の前提条

件として、人類が共有する環境資源の保存と保護、および自然災害の影響の緩和の重要

性に焦点を当てます。新世代を中心に、若者たちによる平和のビジョンを育んでいくことに

焦点を当てます。

3．広島(日本) 平和はあなたから始まる

2013 年 5 月 17 日～18 日

私たち一人ひとりが日々の生活や地域社会での活動で平和を推進する方法を考察しま

す。

未来志向のこの会議では、一人ひとりが今後（何日、また何年にもわたり）どう貢献してい

けるかを、参加者に問いかけます。

また各地区に於いては「地区平和賞」を設けこれにチャレンジするように奨励していま

す。

本年度は３年をサイクルとした長期戦略計画が一旦終了する年です。この計画は３つの

優先項目から成っています。１番目が「クラブのサポートと強化」です。ＲＩは「ロータリーの

強みはクラブにある」ということを認識した上でさまざまな変化に対応できる柔軟性を求め

ています。また田中会長は会員増強について世界中のクラブに対し向こう３年間にわたり

３%の増員を目標に掲げました。２番目は「人道的奉仕の重点化と増加」です。２０１３年～

１４年度に始まる「未来の夢計画」の立案と申請についてより迅速な対応とグローバル化

を求めています。３番目は「公共イメージの向上」です。ロータリーは他団体に比べて広報

活動が不得手であると言われています。この問題を改善しロータリーの知名度を上げるこ

とにより入会希望者の増加を目指します。

地区についてはＲＩのテーマを受けテーマを「灯そう平和の灯をひとりひとりの心の中に」

と致しました。また地区方針については下記の通りです。

第２６００地区方針および行動計画

1． 巾広い年齢層と女性会員のパーセンテージアップを目指した会員増強と退会防止

（各クラブ２名の増強）

2． 各クラブのサイズに合った独自性豊かな奉仕活動の奨励

3． ロータリーの認知度と公共イメージの向上

4． ロータリー世界平和フォーラムへの参加、協力

5． 新世代のための事業の推進



6． 被災地復興支援の継続

7． ＲＬＩの導入推進

8． 未来の夢計画への対応

9． 平和フォーラムなど地区内での平和に係るプロジェクトの奨励

10． 組織の効果的運営（効率化、スリム化）

11． ロータリー財団への協力

年次寄付の促進「毎年あなたも 100 ドルを」の標語のもと、年次寄付目標の達成、ポー

ル・ハリス・フェロー、マルチプル・ポール・ハリス・フェローの増員 恒久基金、ロータリー

平和センターへの寄付、ポリオ撲滅に向けた寄付の促進

12. 米山記念奨学会への協力

①一人平均 20,000 円の寄付額の達成

②米山功労者、米山功労法人、遺言寄付者の増員

以上の方針に添って任に当って参りたいと思います。「楽しくあってこそロータリー」これ

が私の持論です。一年間のご指導、ご支援、ご協力宜しくお願い致します。

【出席報告】 渡辺 文夫 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 7 月 24 日 24 19 事前（0） 79.17％
前々回 7 月 03 日 23 18 事後（2） 修正 86.96％


