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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 19:00
司

会 Ｓ.Ａ.Ａ.･プログラム

西牧会長
宮澤クラブ管理委員長

斉 唱 「それでこそロータリー」
５月お祝い報告

藤田幹事

[会員誕生祝]
宮坂会員

地区委嘱状授与
西牧会長
＊次年度地区ＲＬＩディスカッションリーダー
征矢会員

会長あいさつ
西牧会長
今週週末はいよいよお城名交流会となりました。
天気が少し心配です。先日松本城管理事務所長の中
嶋さまに改めてご挨拶に伺ったところ、いろいろな
面で私の想像を超えるご協力を申し出ていただき
ました。本当にありがとうございます。
今回、おもてなしのテーマを「北アルプスとお城」
として計画いたしました。土曜日は晴れた空に聳え
るお城と常念岳を背にして、陸上自衛隊松本城駐屯
地の皆さまによる松本アルプス太鼓の演奏、また松
本蟻ヶ崎高校書道部の若い溌剌とした書道パフォ
ーマンスを堪能していただきたたくことになりま
す。夜は玉の湯さんにお世話になって、交流を深め
ていきます。
日曜日には、北アルプスを楽しんでいただきます。
屏風のように西側にそびえている北アルプスを最
初は松本から北へ並走し、その見え方の変化に注目
していただき、その後北アルプスに垂直方向に走る
ことでどのように変わるか楽しんいただきます。池
田町の北アルプス展望美術館前に立っていただき
有明山を中心とした雄大な残雪の山々を堪能して
いただきます。昼食は小学生になった気分で、水が
張った田んぼに映える北アルプスを楽しんでいた

だきたいと思います。私が池田町出身のためでしょ
うか。私にとってアルプスと言えば有明山であり、
燕岳であり、常念岳は高校生になって松本に出てき
て初めて知り、たった20kmほど移動しただけで見え
かたの全く異なることに驚いたことを思い出します。
幹事報告
藤田幹事
① 松本児童園開園67周年記念祭のご案内。
開催日…５月27日(土)。会場…松本児童園。日程
… 10:15 駅 伝 大 会 /10:30 受 付 /11:00 開 会 式
/11:30 模擬店開店/13:40 閉会式。
② 2017-18 年度ＲＬＩ参加の推薦について。
次年度(2017-2018)の参加者を各クラブ１,２名
程度の推薦。推薦〆切…６月９日までに地区事務所
へ連絡。
③５月24日例会終了後、定例理事会・クラブ協議会
(現･次期合同)開催。
現委員長は本年度委員会事業活動報告。持ち物…
事業活動報告書、クラブ計画書。
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 4 名)
本日の欠席者 4 名 出席率 77.78％
前々回(4/19)修正欠席者 3 名 出席率 85％
ニコニコボックス報告 中島クラブ管理副委員長
会員誕生祝 ◇来年度計画、
これからしゃかりきに作りま
す! 宮坂君
コメント ◇13日(土)晴れますように! お天道様お願い
します。
西牧君 ◇連休は孫が泊まりにきてグッタリで
した。
疲れた! 藤田君 ◇本日は雑誌評論よろしくお願
いします。
西川君 ◇いよいよです。
晴天を祈るばかり。
宮澤君 ◇今週末のお城名ＲＣ交流会、
よろしくお願い
します。晴れますように! ! 中島君 ◇交流会が目の前
に迫ってきました。当日は品行方正なロータリアンの
皆様なので、きっと晴れることと信じています。山崎
君 ◇今年は家内と２人で風邪を引いて、４、５日具合
が悪かった。自分は風邪を引くのはあまりなかったの
に。井筒君 ◇連休の疲れがとれません。走りすぎまし
た。孫と。なお昨夜はハシゴ酒の途中、眼鏡を失くし
ました。
田内君 ◇いよいよ田んぼに苗が植わりました
ネ。松本で一番良い季節、松本らしい時季です。児野
君 なんとなく ◇征矢君 ◇丸山君
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～ プログラム ～
≪雑誌評論≫「Ｒの友５月号」

西川クラブ広報委員長
今回は５月号であります。表紙を開いて頂くと解
りますが、今回は１枚の写真が横組みの表紙であり
ます。縦組みの目次の隣のページが縦組みの表紙の
ようで、表紙が変わっていて新鮮ですね。以前は表
紙の説明文がありましたが、残念ながら表紙の説明
文がありません。ＲＹＬＡ関係の写真ともう一枚は
何でしょうか。
まず横書き３ページでＲＩ会長のメッセージで
「アトランタでお会いしましょうとあります」。国
際大会が会長の地元ともいえるアトランタで６月
10 日から 14 日まで開催され、軽井沢に別荘を持っ
ているビル・ゲイツ氏の講演等が行われるようです。
次に７ページ以降はＲＹＬＡの記事があります。
当クラブで 12 年前主催したことを思い出します。
若者はスマホ世代で対面の行動が苦手であるとい
われていますので、ＲＹＬＡの役割はこれからます
ます重要になるかもしれません。
19 ページに「友」編集長の二神さんが、忙しいのは
あなただけ？と新会員に例会の出席率の記事を書い
ております。当クラブの新会員の出席率はどうでしょ
う？少しは厳しいことも言う必要があるかもしれま
せんし、原因の追究と解決を図らねばと思います。
21 ヘージに平和のための晩餐会（ミリオンダラー
ディナー）開催で 65 万ドルの寄付と寄付の誓約を
頂戴できたそうです。ロータリー財団 10 周年を記
念して行われたそうで凄いパワーですね。
次に 57 ページ俳壇、歌壇、柳壇をご覧ください。
「トランプにどこか似ている福の内」俳句ですが川
柳のような感じでたのしいですね。
61 ページの多様性の中で守るべきものと私と同
業の方が書いております。その中で「クラブ゜の主
体性はますます進化するものと思います。入会を希
望する人々がクラブを選ぶ時代になるでしょう。そ
こで、おのおののクラブが生き残る作戦や戦略を持
たねばなりません。」とあり同感であります。
68 ページはクラブ訪ねて 高知ＲＣです。カツオ
漁、酒、豪胆な気性そしてハチキンとあります。ハ
チキンの説明がないので調べますと男勝りの女性
を指す土佐弁とあります。土佐の男はギャンブル投
資額・飲酒量・テレビや映画の視聴時間の長さ・飲
酒以外の浪費などにおいて、全国 1 位の怠け者揃い
で、それに比べ、土佐の女性は働き者の敏腕家。隣
接する愛媛県では「高知から嫁を貰え」というくら
いである。これは、愛媛の男は「優しいが少々頼り

ない」傾向で「高知の女性に(精神的に)鍛えてもら
え」という意味合いがある。大政奉還から 150 年で
高知県では「志国高知 幕末維新博」をこの３月か
ら開催中です。現在会員数は 92 名でうち女性会員
が 14 名です。高知城では幕末維新博を祝う行事が
あり、地元出身の女優広末涼子さんとお城好きの俳
優高橋英樹さんがゲストで登場とあって会場はあ
ふれんばかりの人だかりだ。ちなみに彼女のおじさ
んは高知ＲＣの会員でもあるという。
73 ページは上杉鷹山の訓えで第 2800 地区クラブ
奉仕グループセミナー基調講演です。鷹山の改革が
なぜ一丸となっていけたのかがテーマです。藩財政
の立て直しの改革の主力が米沢織と倹約と教育で
す。現在にも通じるものがありますが、過度の倹約
は、国全体で見た場合は問題です。
≪ロータリー情報≫「ＲＬＩについて」
征矢クラブ管理委員
本日、次年度2600地区のRLI
ディスカッションリーダーの
委嘱状を受け取りました。み
なさまは｢RLI｣ってご存知で
し ょ う か 。 RLI と は 、 The
Rotary Leadership Institute
の略で、ロータリー・リーダーシップ研究会のこと
です。1992年にRIでアメリカで始まり、全世界に広
がりました。2600地区では５年前から始まり、今年
度で５目を数えました。会場は塩尻の“えんぱーく”
です。
プログラムは、公式には、Part１～３まで、３回
ですが、当地区では４まであります。参加者は、各
クラブから１～２名ずつで、たいたい毎回40名程度
が参加し、A～Fまで６つのグループに分かれ、６
つの会議室に分散して講義（セッション）を行いま
す。セッションの特徴は、一方通行の講義ではなく、
ディスカッション方式で行われ、ディスカッション
リーダーを中心にセッションのテーマに関する討
論が行われます。
１セッション50分、朝から夕方まで１日６セッシ
ョンに参加するのは大変ですが、参加者は、次期会
長エレクト等のベテランから、新人まで幅広く、各
クラブからの参加者の話を聞けることから、自分の
クラブとの違いもわかり、有益な情報も入手できま
すし、討論を通じて気づかされることも多いです。
卒業すれば、バッチと賞状がもらえます。
何より多くのロータリアンがRLIに参加すること
により、ロータリーを本当に理解し、自発的なモチベ
ーションを高め、コミュニケーションや活動を活発に
して、クラブの活性化につながればよいと思います。
次年度RLIの参加者を募集中ですので、是非積極
的に参加してください。
点

鐘 20:00

西牧会長
[写真；西川]

５月 24 日例会プログラム／会員卓話
5 月 13・14 日；第 13 回お城名ＲＣ交流会

