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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 「我等の生業」
ビジター紹介
西牧会長
松本ＲＣ 望月宗敬君 (RID2600パストガバナー)
会長あいさつ（１年を顧みて）
西牧会長
先日の納会は手術のため
遅刻となり、会長挨拶に間
に合わずご迷惑をおかけし
ました。今日は松本ＲＣの
望月宗敬パストガバナーの
出席をいただきありがとう
ございます。
私の年度も残りわずか
となりました。今年度は
「お城を見つめ直す」をテーマとしました。仕事の
関係で例会日を火曜日から水曜日に移行させていた
だきました。会員卓話、外来者講演、職場見学を利
用して、会員の皆さんの国宝松本城との関わり、松
本市の街並みの成り立ちについても理解を深めるこ
とができたのではないかと思います。
奉仕事業としては、
「里山に児童を親しませるプロ
ジェクト」に児童園の子供達を招待して一般の児童
との交流をはかりました。また松本少年刑務所の受
刑者に対する就労支援の講話も実行できました。お
城名交流会も楽しくできました。
残念ながら、５月に予定していた児童園との交流
事業はいろいろ予定はしていましたが、児童園との
日程が折り合わず実施できませんでした。さらに会
員増強、財政問題などクラブの諸問題に関しては、
須澤会員の入会がありましたが、その他は全て次年
度へ丸投げという状態になりました。宮坂エレクト
よろしくお願いいたします。
１年間を振り返ってみると、今まで病院内で仕事
として行ってきたのとは違ったものばかりであり、
新鮮で楽しかった時間を過ごさせていただきました。
全ての会員の皆さまのおかげと感謝しています。と
りわけ幹事を無理して受けてくださった藤田会員あ
りがとうございました。また原拓男ガバナーの方針
で「友情を深めクラブ内に融和を作り同じ方向に
進もう」という意味で地区行動指針を「長所を認め
合い絆を深めよう」としていましたが、この１年間
の奉仕事業によってクラブ内の絆は強くなったと自
負しています。またいろいろな会に出かけて他クラ
ブの会員とも知り合うことができ、私の人間として

の幅も広がったのではと思っています。ロータリー
の目的の第１「知りあいをひろめる」
、また４つのテ
ストの「好意と友情」に関してはある程度できたと感
謝しています。ありがとうございました。
最後に内藤会員の突然のご逝去には本当に驚きまし
た。
改めて生前の松本城クラブに対するご功績を偲び、
謹んで哀悼の意を表します。
幹事報告
藤田幹事
①７月４日(火)は 次年度第１回の例会です。
例会開催
前にバッチ交換式を行います｡ PM６:55には全員のご
着席をお願いいたします｡
②７月４日(火)例会終了後 、次期定例理事会開催。
③各ＲＣ例会変更のお知らせ。
［塩尻北ＲＣ]７月27日(木)休会(クラブ定款により)
／［塩尻ＲＣ]７月28日(金)移動例会(夜間例会；ホテ
ル中村屋)／［あづみ野ＲＣ]７月19日(水)移動例会
(夜間例会)、７月26日(水)休会(クラブ定款により)／
［木曽ＲＣ]７月25日(火)移動例会(7/23松本山雅ＦＣ
選手との小･中学生を対象としたサッカー教室Part３)
出席報告
中島クラブ管理副委員長
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 5 名 出席率 73.68％
前々回(6/9) 修正欠席者 3 名 出席率 83.33％
ニコニコボックス報告
中島クラブ管理副委員長
コメント ◇お世話になります。望月宗敬君(松本ＲＣ)
◇今年度ありがとうございました。
西牧君 ◇久し振り
の雨で潤います。今年度最終例会、お世話になりまし
た。
藤田君 ◇望月前ガバナーをお迎えして。
宮澤君 ◇
西牧会長、藤田幹事、１年間お疲れ様でした。バトン
を引き継ぎ、頑張ります。宮坂君 ◇西牧会長、藤田幹
事、１年間本当にご苦労様でした。今日の雨で一息つ
けそうですが、梅雨は梅雨らしい雨の降り方であって
欲しいと感じます。中島君 ◇１年間お疲れ様でした。
会員の皆さま方のお城のお話がとても良かったです。
ありがとうございました。井筒君 ◇西牧会長、藤田幹
事、お疲れ様でした。今後は松本の医療のためにご尽
力下さい。塚本君 ◇西牧会長、藤田幹事、１年間大変
お疲れ様でした。児野君 ◇会長、幹事さん１年間ご苦
労様でした。
西川君 ◇１年間ありがとうございました。
柴田君 ◇１年間お疲れ様でした。
征矢君 ◇４月決算、
６月納税。零細企業は資金繰りが大変ですが、我社も
１年の締めくくりです。山崎君
遅 刻 ◇すみません。上條君 なんとなく ◇櫻井君
配布資料；
「幹事報告」
「会報№44･45」
回覧資料；
「第 39 回中信平９クラブ合同親睦ゴルフ大
会報告・記念写真」
「松本ＲＡＣ委員会礼状・当番表・
会員推薦のお願い」

会長；西牧敬二／幹事；藤田ひろ子／クラブ広報委員長；西川禎人／松本城ロータリークラブ事務所；〒390-0815 長野県松本市深志 1-5-8 深志ビル 4F，Tel0263-32-7507, Fax0263-32-6907

～ プログラム ～
≪１年を顧みて≫
＊藤田幹事
昨年、突然、幹事を務めるよ
うに当時の西牧次期会長から希
われまして、幹事の仕事は無理
と思っておりました。以前、私
が会長の時の幹事の柴田さんに
も相談したほどですが、何とか
なるかとお引き受けしました。
最初の仕事は、今年度のプログラムを前年度に則
ってざっくり立てましたが、９月の里山プロジェク
トと５月のお城名交流会の大きなイベントは、それ
ぞれ実行委員会の皆さんが計画を立てて成功に導か
れましたのでお礼申し上げます。
今期、始まってからは何より西牧会長の積極性と実
行力に全部お任せして、幹事として出るところはなく、
私としては20数年来のＲＣ年度としては、一番気楽な
年度を経験させていただきました。どうでもいいかん
じ、
なんでもいい幹事などとやり過ごしました。
また、
今年度の例会日が水曜日に変更されましたが、創立以
来、火曜日の例会に仕事を調整してきていましたので、
水曜日は結構忙しかったのですが、皮膚科の妹が第４
水曜日を助けてくれることもあり、ガバナー訪問やク
ラブ協議会、理事会も時間に追われずにでき、例会に
も全出席できたことは幸いでした。
あらためて、今期のクラブを引っ張ってきてくだ
さいました西牧会長、毎回出席してくださいました
会員の皆様に心より感謝申し上げます。
最後に、今年期とても悲しかったことは、毎回例会
や地区協議会、大会等にきちんと出席してくださって
いた内藤さんが突然亡くなられたことでした。年齢も
近いのに、最近、体調も悪そうにお見受けしておりま
したのに、何も話ができなかったのが悔やめてなりま
せん。あの人懐こそうな笑顔をいつも思い出していま
す。会員皆様も身体だけは大事にしていただきたいと
思っております。１年間ありがとうございました。
＊宮澤クラブ管理委員長
１年間ありがとうございま
した。

＊柴田会員増強組織委員長
会員増強は非常に大切な活
動の１つであるため、積極的に
活動し、資質を有する人材の発
掘を目標として、多くの機会を
作ってきました。結果は下記の
とおりです。
※会員増強、会員選考、職業分類
本年度の増員目標２名。８月10日、須澤兼一会員入
会により１名増。５月12日、内藤会員の御逝去により

１名減。年間増減０名。
担当例会は７月27日外来者講演；講師 碇屋漆器店
二代目店主 碇屋公章様「於；池上百竹亭」
※家族、親睦活動
・８月24日；通算1000回記念・納涼家族会を「ビアガ
ーデン スターライト」で開催。ゲスト参加；米山
奨学生 李 穎輝様、会員ご家族７名。
・10月12日；きのこ例会を「葉 月」で開催。
ＯＢ参加者なし。
・12月７日；忘年家族例会を「シアトル」で開催。
ゲスト参加；米山奨学生 李 穎輝様ご家族３名、
会員ご家族６名。
ご協力ありがとうございました。
＊西川クラブ広報委員長
クラブ広報委員会は雑誌、
会報、広報と幅広い業務を担
当いたしました。
副委員長は井筒さん、委員
は櫻井さんと強力な布陣であ
りました。
事業活動計画の１は、ロー
タリーの友の内容を紹介し、
ロータリーの友への投稿を推奨することです。雑
誌評論は毎月やるのが原則でしょうがプロクラム
の関係で今年度６回しました。ロータリーの友へ
の投稿はありませんでした。
２は、例会の内容記録をクラブ会報に掲載、発
行することです。原則担当者が写真を撮りますが、
事務局も写真も数多く撮ってもらい、事務局が編
集を担当してくれました。会報の配布先は 岡山
城ＲＣ、岐阜城ＲＣ、ガバナー補佐で、ガバナー
補佐にはメールで送りました。
原稿は例会時に集まるのが原則であります。事務局
へメールで原稿を送付の方が16名で、未提出の方が３
名いるようで、会報を作成するときには問題になりま
す。外来者講演の場合も原稿をお願いしますが、ダメ
な場合には録音から原稿作成となりました。大変な作
業になりますのでご協力をよろしくお願いします。
３は、クラブの活動状況等の情報をホームペー
ジで広報することです。ホームページで広報は、
事務局が随時やってきました。会報もホームペー
ジに各号が載っております。
４は、ＩＴ化への協力を求めることです。ＩＴ
化への協力を求めることは、先ほどの会報原稿を
メールで送って頂くこと、例会欠席者にメールで
幹事報告を送ることを更に進めてきました。現在
75％の方にメールで連絡を取っています。地区か
ら連絡も全てメールで来ています。
外部マスコミに対する広報は、里山の記事を市
民タイムスに掲載をして頂きました。
１年間ご協力ありがとうございました。
点

鐘 13:30

西牧会長
[写真；西川]

７月 11 日例会プログラム／小穴 実 ガバナー補佐事前訪問
1 年間ご協力ありがとうございました。クラブ広報委員会

