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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
西牧会長
司 会 Ｓ.Ａ.Ａ.･プログラム 征矢クラブ管理委員
斉 唱 ｢君が代｣｢奉仕の理想｣
ゲスト・ビジター紹介
西牧会長
国際ロータリー第2600地区ガバナー 原 拓 男 君
中信第一グループガバナー補佐 佐々木清夫 君
佐久ロータリークラブ 神津 雅利 君
会長あいさつ
西牧会長
本日は原拓男ガバナー 松本城ＲＣにようこそ。
ガバナー補佐の佐々木様、また佐久ＲＣの神津様よ
うこそお越しくださいました。小さなクラブではあ
りますが、会員全員で心を込め歓迎いたします。
先ほどの会長幹事会においていろいろな悩みご
とを聞いていただきました。その中で原ガバナーの
奉仕に対する思い、特にポリオ撲滅に対する熱意を
強く感じました。私個人としても、またクラブとし
ても出来る限りの協力をしたいと思います。
先日の地区大会は、ガバナーの人柄が染み出た素
晴らしい大会でした。森永さんの講演も楽しかった
が、何と言っても最後の「ふるさと」はガバナーご
自身が心を込めた指揮をなさり感動的でした。「ふ
るさと」の作者が「我等の生業」と同じであり、し
かも作詞家の高野辰之は中野市出身で長野県にも
ゆかりの深い曲であったことに驚きました。
原ガバナー今日はよろしくお願いします。

例会(11/26中信第二グループ (クラブ指定)、11月29日
移動例会（11/26中信第二グループ会員セミナー＆ＩＭ）
／[あづみ野ＲＣ]11月9日 移動例会(夜間例会；地区毎情
報集会)、11月16日 移動例会(11/20中信第一グループＩ
Ｍ参加)、11月23日 休会(法定休日)／[松本東ＲＣ]11月
11日 移動例会(第27回留学生スピーチコンテスト)、11月
25日 移動例会(11/20中信第一グループ会員セミナー＆
ＩＭ)／[松本空港ＲＣ]11月21日 移動例会(11/18創立30
周年記念例会）
、11月28日 移動例会(11/26中信第二グル
ープ会員セミナー＆ＩＭ)／[松本南ＲＣ]11月28日 移動
例会(11/26中信第二グループ会員セミナー＆ＩＭ）

出席報告
中島クラブ管理副委員長
会員総数 22 名(内出席規定適用免除欠席者 1 名)
本日の欠席者 6 名(他 1 名は事前メイキャップ済)
出席率 71.42％
前々回(10/12)修正欠席者 6 名 出席率 70％
ニコニコボックス報告
中島クラブ管理副委員長
幹事報告
藤田幹事 コメント ◇原ガバナーようこそ。今日はよろしくお願
①職業奉仕セミナー開催のご案内。
いします。
西牧君 ◇前回は楽しい地区大会をありがと
開催日…12月10日(土)14:00～16:00。会場…松本商 うございました。藤田君 ◇原ガバナーようこそ。大久
工会館６F大会議室。出席依頼…西牧会長・宮坂会長エ 保君 ◇今日は秋晴れ。
原ガバナー様よろしくお願いい
レクト・田内国際奉仕委員長。松本大学出前講師；井 たします。上條君 ◇原ガバナー、今日はよろしくお願
筒会員・征矢会員。
いします。
西川君 ◇ガバナー、
ガバナー補佐ようこそ!
②松本東ＲＣスピーチコンテストのご案内。
内藤君 ◇原ガバナーをお迎えして。
軽井沢ご苦労様で
＊11月11日(金)PM5:00開会＊於；ホテルブエナビスタ した。宮澤君 ◇原ガバナーよろしくお願いします。柴
③次回11月２日例会終了後、定例理事会開催。
田君・丸山君 ◇原ガバナーを歓迎して。征矢君 ◇原
④各ＲＣ例会変更のお知らせ。
ガバナーようこそお越しくださいました。よろしくお
［大町ＲＣ] 11月2日 移動例会(11/5･6ジュニアサッカー
願いいたします。
中島君 ◇10月21日に松本東ＲＣに李
大会)、11月16日 移動例会、11月23日 休会(法定休日)、
穎輝君と２人で出席してきました。李君の米山奨学生
11月30日 移動例会(11/20中信第一グループ会員セミナ
講演は自国のことなどを中心に話され、とても良い講
ー＆ＩＭ)／[松本西南ＲＣ]11月2日 移動例会(10/31
演でした。井筒君
３ＲＣ合同夜間例会)、11月23日 休会(法定休日)、11月
前回欠席 ◇欠席が多くてすみません。塚本君
30日 移動例会(11/26中信第二グループ会員セミナー＆
遅刻 ◇田内君
なんとなく ◇児野君
ＩＭ)／[塩尻北ＲＣ] 11月3日 休会(法会員セミナー＆Ｉ
Ｍ)／[塩尻ＲＣ]11月4日 休会(クラブ指定)、11月25日
移動例会(11/26中信第二グループ会員セミナー＆ＩＭ)
／[木曽ＲＣ] 11月8日 移動例会定休日)、11月24日 移動
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Ｒ財団につきましては昨年度と同じ継続事業という
ことで、当初、年次寄付１人150ドル、ポリオ撲滅と平和
フェローに500円づつ、１ドル100円として計算しますと
ご紹介
西牧会長
年間16,000円でお願いしておりましたが、ポリオの撲滅に
国際ロータリー第2600地区ガバナー 原 拓 男 君
ついては日本人が提唱して、それをＲＩ
生年月日；1945年１月21日／職業・役職；
が取り上げたという大変日本人に関連あ
千曲錦酒造株式会社・相談役／職業分類；
ることですので、今年は100周年という
清酒製造／所属クラブ；佐久ＲＣ／Ｒ歴；
意味も含めポリオ撲滅に40ドル、平和
2004年10月 佐久ＲＣ入会。2013-14年クラ
フェローに10ドル、日本円で換算しま
ブ副会長。2014-15年クラブ会長。2015-16
すと例年よりも4,000円増の寄付をお
年地区資金委員会委員。青少年育成基金委
願いしたいと訂正させていただきまし
員会委員。オンツーソウル。／ＭＰＨＦ。
た。目標に向けて是非、皆さんで頑張
米山功労者。
っていただければと思います。
因みに来年６月10日～14日、財団発
祥の地アトランタで国際大会が行われますので、当地
区からも多くの皆様に出席をお願いしたいと思います。
ＲＩ会長には30名出席いたしますとお伝え致しました。
現在、当地区は11名の予約があり、また先日お伺いし
たクラブでは「10名出席を目標に頑張る」という頼も
しいお話も伺っております。
公式訪問講演
Ｒ財団は、1917年６月18日に第８回ロータリー年次
先日の地区大会は素晴らしい天気に恵まれ、良い大 大会で当時、アーチ･クランフＲＩ会長が演説で「世界
会だったのかなという気がしています。昼食は、温かい で良い事をする為に基金を作るのが極めて大切だと思
物を召し上がっていただきたく、
また会場の軽井沢プリ われる」という一節から始まりました。その後、ある
ンスホテルで作ったものと言うのが私の希望で、
カレー クラブから26ドル50セントという基金が寄せられ、それ
ライスなりました。
そうしたところ本日もホテルブエナ からスタートして100年間に世界中の何千という地域社
ビスタの素晴らしいカレーライスをいただく事が出来、 会に30億ドルという大変な金額をロータリーは提供して
この様な偶然もあって良かったと思っています。実は きました。100周年というのは、ロータリアンや世界中
私は当日のカレーライスを食べていません。ＲＩ会長 の人々にとってＲ財団の人道的活動の大きな歴史を振
代理と別のものを食べており、ちょっと心配だったの り返る絶好な機会ではないかと思います。その歴史の
ですが如何だったでしょうか。～美味しかったです～
重要なことの１つが、東京麹町ＲＣの山田ツネ会員と
ご協力ありがとうございました。
峰英二会員の２人が提唱しましたポリオ撲滅です。ポ
10月24日は「世界ポリオデー」です。アトランタでは リオは、今日では アフガニスタンとパキスタンの２ヶ
昨日の朝５時からポリオ撲滅に関する行事が盛大に行わ 国で16例が報告されただけとなりました。まさしく、
れました。ウエーブでも見ることができたのですが公式 本当に「あと少し」となりました。
訪問で、残念ながら見ることが出来ませんでした。ＲＩ
日本のロータリークラブは東京ＲＣが1920年10月に
が対外的な最優先事項としていますのがポリオの撲滅で 設立総会をおこないました。そこで米山梅吉氏が初代会
す。後ほどＰＰＴでお話をさせていただきます。
長になり、2020年には100周年となります。日本の100周
ジョンＦ,ジャームＲＩ会長のテーマは「人類に奉仕 年を祝う「日本のロータリー100周年委員会」が昨年度立
するロータリー“Rotary Serving Humanity”」です。 ち上げられましたが、
そこには予算がありませんでした。
それを受け地区の標語を「Basic & New」とさせていた 今年最初のガバナー会議の議題に100周年の予算が諮ら
だきました。これは“原点に返り新たな改革を”とい れていました。色んな意見がたくさん出ましたが、最終
うことです。ロータリーは時代に沿って新しいことも 的には日本のロータリー100周年をお祝いするため日本
取り入れていかなければならないとの考えがあります。 のロータリアンは 88,000名いらっしゃいますので、
会員
ひとつの奉仕をおこなう場合も、人間ですから長所も １人200円の拠出をお願いしたいということになりまし
あれば短所もあり、短所を探すのではなくて良いとこ た。同時に2020年が東京オリンピックの年ですので、公
ろを認め合って、そして絆を深めて１つの目標に向か 共イメージの向上にも役に立てればと思っています。
って皆で進んでいくといことで行動指針を「長所を認
最後に規定審議会のお話しですが、この変革を否定的
め合い絆を深めよう」といたしました。
に捉えるのではなく、自分達のクラブが良くなるように
2600地区の会員は現在2,000名を切るか切らないかと 改革する自主裁量権が増えたということで是非、肯定的
いう状況です。そこで私は、各グループ純増10名をお願 に捉え、まさしく「Basic & New」ということでおこな
いしたいということで、９グループありますので合計90 っていただければと思います。
名純増お願いしたところ、各クラブの会長、会員増強委
「四つのテスト」すべて大事なことですが、私は３番
員長から目標トータルで127名という大変ありがたい数 目の「好意と友情を深めるか」 が一番好きな言葉です。
字をいただきました。現在、純増41名という実績となっ 皆さん、
ロータリーを楽しんでいこうではありませんか。
ておりますので、是非この調子で皆さんも会員増強を達 お礼のことば
西牧会長
成して頂きたいと思います。
点 鐘 13:30
西牧会長

～ プログラム ～
≪ガバナー公式訪問記念例会≫

11 月９日例会プログラム／雑誌評論・Ｒ情報
[写真；西川]

