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松本城 (まつもとおしろ)ロータリークラブ

Rotary Serving Humanity

2016～2017年度ＲＩテーマ

例会場；ホテル ブエナビスタ／例会時間；第 1･2 水曜日 19:00～20:00，第 3･4･5 水曜日 12:30～13:30

「 お 城 を見 つ め直 す 」
点 鐘 12:30
司 会 Ｓ.Ａ.Ａ.･プログラム
斉 唱「我等の生業」
ゲスト紹介

西牧会長
大久保会員
西牧会長

松本東ロータリークラブ 会長 百瀬 正容 君
幹事 福田 雅春 君
会長あいさつ
西牧会長
今日は私どもの親クラブである
松本東ロータリークラブの新会長
の百瀬様と幹事の福田様がご挨拶
に訪れてくれました。今日の例会
のプログラムは西川会員による雑
誌評論とわたしロータリー情報を
組んでおります。短い時間ではあ
りますが、楽しんでいただき、また今後も親クラブとし
て当クラブの発展のヒントなどの御指導をお願いします。
さて今まさに高校野球のシーズンです。今年は我が
母校の深志高校がベスト８に残り、今日松商学園と対
決です。今年はエースがしっかりしているのに加え、
福島から避難してきた双子の兄弟が１年生におり、素
晴らしい素質をもっており、来年以降は甲子園のチャ
ンスもあるのではと専門家も言っていました。
また深志高校の野球部に関してスクイズバントのこ
とですが、実は高校野球として松本中学が日本で最初に
作戦として試合で行ったようです。
明治39年のことです。
ラン エンド バントと称していたようです。打者が帽子
を横に向けたのがサインだったようです。暑い夏、雑学
で楽しみながら乗り越えましょう。
ごあいさつ

松本東ＲＣ百瀬 正容 会長
福田 雅春 幹事
本日はお世話になります。松本東ロータリークラブ会
長の百瀬と福田幹事です。よろしくお願いします。
皆さん顔見知りで、日頃仕事上でご指導いただいて
いる方が多く、自分のクラブよりつながりがあり、ク
ラブの選択が間違った感があるくらいです。
本日は、
９月24･25日に私共がホストクラブで計画され
ているＲＹＬＡについて少しＰＲをさせていただきます。
大会テーマ｢世界に築く青少年と共に未来の夢を語ろ
う｣を掲げ、基調講演ではスキーの荻原健司様、グループ
ワークとしてユニバーサルデザインの小林さゆり様にコ
ーディネーターをお願いし、幅広く青少年の皆様と共に
未来の夢を語れる場になればと思っています。多くのＲ
Ｃの仲間の方々に参加いただければと思っています。一
般参加者35名(30歳位まで)の方々を募集中ですのでよろ
しくお願いし、挨拶とさせていただきます。

幹事報告
藤田幹事
①第28回ＲＹＬＡ開催のご案内。
（回覧資料参照）
ホスト…松本東ＲＣ。開催日時…９月24日(土)12:45
開会～25日(日)12:00解散。
開催場所…松本東急ＲＥＩ
ホテル＊青年(20～30歳前後の男女)をご推薦下さい。
申込〆切…8月18日(木)
②地区大会のご案内。
（配布パンフレット参照）
ホスト…軽井沢ＲＣ。開催日…10月15日(土)･16日
(日)。場所…軽井沢プリンスホテル ウエスト。
③会員候補者の異議申し立てはありませんでした。
④各ＲＣ例会変更のお知らせ。
[木曽ＲＣ]８月２日(火)移動例会(夜間例会；新会員歓迎
会＆家族納涼会)、８月16日(火)休会(クラブ指定)／[松本
西南ＲＣ]８月10日(水)移動例会(夜間例会；納涼家族会)、
８月17日(水)休会(クラブ指定)、８月31日(水)移動例会
(8/28上高地)／[塩尻北ＲＣ]８月11日(木)休会(クラブ指
定)、８月18日(木)移動例会(夜間例会；納涼会)／[松本東
ＲＣ]８月12日(金)休会(クラブ指定)、８月19日(金)移動例
会(夜間例会；納涼会)／[松本空港ＲＣ]８月15日(月)休会
(クラブ指定)、８月22日(月)移動例会(夜間例会；納涼家族
会)／[あづみ野ＲＣ]８月17日(水)休会(クラブ指定)

配布資料；Ｒの友７月号／昨年度ガバナー月信№13／ガ
バナー月信№１／地区大会ご案内パンフレット／幹事報
告／会報№２

出席報告
山崎クラブ管理委員
会員総数 21 名(内出席規定適用免除欠席者 2 名)
本日の欠席者 3 名(他 5 名は事前メイキャップ済)
出席率 84.21％
前々回(7/6)修正欠席者 3 名 出席率 85.71％
ニコニコボックス報告
山崎クラブ管理委員
コメント ◇本日は、お世話になります。よろしくご指導
をお願いします。松本東ＲＣ百瀬会長･福田幹事 ◇松本
東ＲＣ百瀬会長、
福田幹事、
訪問ありがとうございます。
西牧君 ◇松本東ＲＣ会長･幹事様ようこそ。
藤田君 ◇今
日は深志と松商の野球、山雅のサッカーがあり楽しみで
す。百瀬会長、福田幹事、よろしくお願いします。西川
君 ◇暑いです。
梅雨明けはまだですか。
松本東ＲＣ会長、
幹事、本日はご苦労様です。大久保君 ◇百瀬会長、福田
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幹事、暑い中松本城ＲＣの例会へご出席いただきあり
がとうございます。
児野君 ◇本日は、
松本東ＲＣ会長、
幹事、ご訪問ありがとうございます。丸山君 ◇二人
桃太郎 田んぼアートを観てきました。
すごい芸術です
ね、上條君 ◇今日は、戦没者追悼法要でした。内藤君
◇本日よりニコニコＢＯＸを担当させていただく事に
なりました。間違った読み方をしたら申し訳ありませ
んが、ご容赦下さい。山崎君

～ プログラム ～
≪雑誌評論≫「Ｒの友７月号」
西川クラブ広報委員長
７月号は、新年度
１号であります。
ロータリーの友が
毎月発行されてい
ますが、購読料は
幾らでしょうか？
1975年以来200円を維持しており、当然消費税が上乗せに
なりますので216円となり、10万弱発行されております。こ
の金額を維持するためにも広告収入が大きな役割をしてお
ります。ロータリーの友を配布の後見る方はどのくらいい
ますか？あまりいませんので一緒に読んで行きましょう。
まず横書きのP3をご覧ください。新任の清水ロータリ
ーの友委員会委員長の記事があり、
2016-17年度の計画と
して４点の方針を挙げております。その中の一つ「安定
した法人運営」で７月から「友」印刷版のサイズをＡ４
変型判からＡ４判に変更し、質を落とさずに経費の削減
を図りました。大きさを比較しますと少し大きくなりま
した。前のサイズがどのように決まったか分かりません
が、安くなることはいいことですね。
次に P7 のＲＩ会長メッセージをご覧ください。新任
のジョンＦ．ジャーム会長はチャタヌーガ・ロータリー
クラブ（米国テネシー州）の会員です。
今年度のテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。
親愛なるロータリアンの皆さん、今、まさに始まろう
としているロータリー年度は、いつの日か最大の偉業を
成し遂げた年、つまり、世界で最後のポリオ症例が確認
された年認識される年になるかもしれません。2015年、
野生ポリオウィルスによるポリオ発症は、アフガニスタ
ンとパキスタンで確認された、わずか74件にとどまりま
した。私たちはポリオ撲滅という目標に向けて懸命な活
動を続けつつ、さらにその先に目をむけていかなければ
なりません。つまり、この成功をてことして、さらなる
大きな成功に向けて準備をするためです。
会長の父親が成人してポリオ感染したようで、力が
入るようであります。
P8 以降にＲＩ会長の紹介がされております。会長は
伝説的な募金の達人で、彼はほかの人から金を巻き上
げるのがうまいんですと言われ地域で社会奉仕をし、
「趣味がないんです」「市民としての仕事が私の娯楽で
す」と述べ大きな実績を残しております。会長として「ロ
ータリーに人々を引きつけるポップコーンの香りを見つ
けたい」、「それは何でしょうか。奉仕です。私たちは
奉仕志向の強い次世代の人たちを引きつけなければいけ
ません。
彼らにメッセージを発信しなければなりません。
それもすぐに」と述べています。

寄附を集めて実行し社会奉仕に結びつける力は、残念
ながらアメリカと日本の違いが多くあると思われますが、
東日本大震災、熊本地震のボランティア活動は奉仕志向
の強い人たちを感じます。
会長は、自身の課題で「ロータリーをもっとビジネス
ライクに運営すること」と言っています。ＲＩ委員会の
いくつかを縮小することによって会合の経費を節約し、
ロータリーの費用対効果を高めたいと考えています。
会長の問いは「例会を何回開きましたか」ではなく、
「地域社会にどのような変化をもたらしていますか」と
いうもので、我々も次のステップでは考えていかなけれ
ばと思います。
P29 には原ガバナーの紹介が載っております。Ｐ44 に
はロータリー財団 100 周年を祝う記事があります。
P76 には「認知症は怖くない」の記事があり、例会で
の会食や議論、卓話、奉仕活動など、ロータリー活動そ
のものが認知予防の実践と言えますと述べており、これ
からもロータリーで地道に活動していきましょう。
≪ロータリー情報≫「財団設立100周年」 西牧会長
｢世界でよいこと｣をしてきた100年

今日はロータリーのホームページからロータリー財
団の歴史について紹介します。まず登録してあるマイロ
ータリーを立ち上げます。私自身の情報また当クラブの
簡単な統計も載っています。映像情報も多数掲載されて
おります。まず注目のリンクから現在のポール・ハリス
の住宅が紹介されています。広大な敷地の中の清楚な外
観の建物です。日本庭園もあります。ここにロータリー
の創設者たちが集って現在のロータリーの礎にもなった
ということですが、現在はその庭も、建物も、かなりの
修復が必要な状態となってきています。
次にアーチ・クランプが1917年に創設したロータリー
財団が今年度100周年を迎えました。
これまでの財団の活
動の歴史が年表になり、
要所に映像が配置されています。
特にポリオとの戦い、
平和センターの設立、
水との戦い、
地域経済の活性化などに力を入れています。ポリオ感染
が1度も途絶えたことのない国はパキスタン、
アフガニス
タン、ナイジェリアの３カ国となっていましたがナイジ
ェリアではほぼ撲滅され、残り２カ国になっています。
今年６月韓国でのロータリー大会の映像がこれらをわか
りやすくまとめ紹介してありました。そしてアーチ・ク
ランプの100年前の信念は現在も引き継がれ、
信念を持っ
てビションを行動に移す。これからも世界によいことを
続けるため資金が必要であると訴えていました。
点

鐘 13:30

西牧会長
[写真；西川]

８月３日例会プログラム／会員卓話
国連支援募金 「ダメ。ゼッタイ。」の御協力をお願い致します。

