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松本城 (まつもとおしろ)ロータリークラブ

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE

2017～2018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 火曜日 19:00～20:00，第 3･4･5 火曜日 12:30～13:30

～奉仕してこそロータリアン
子どもの貧困を理解し、
我がクラブの存続も見通す～
点

鐘 19:00

司

会 Ｓ.Ａ.Ａ.･プログラム

宮坂会長
藤田クラブ管理委員

斉 唱 「我等の生業」
ゲスト・ビジター紹介
宮坂会長
中信第一グループガバナー補佐 小 穴 実 君
ガバナー補佐幹事 三 原 雅 君

会長あいさつ
宮坂会長
本日は小穴ガバナー補佐をお迎えし、クラブ協議会を
例会中に行います。
小穴さんとの出会いは、ちょうど５年前に遡ります。
当時ガバナー補佐を務められていた大久保会員の鞄持ち、
正式名称で「ガバナー補佐幹事」という役職を私は拝命
していました。
ご承知の通り、ガバナー補佐は任期中に中信第一グル
ープ６クラブを訪問しますが、そのすべてに同行させて
頂きました。
当時の私はまだ、ロータリー歴も３年目で他クラブへ
の訪問経験もなく、他クラブの例会のやり方や雰囲気の
違いに、相当驚いたことを覚えています。
当然、あづみ野ＲＣのクラブにも訪問をしましたが、そ
こで当時会長を務められていたのが、小穴さんです。大変
暖かく迎えて頂き、また例会の雰囲気もアットホームで、
とても有意義な訪問でありました。
実は私は小穴さんを、意外なところで月に何回かお見
かけします。それはアピナボウル城山店というボウリン
グ場です。２年前から、わが社は月に２回ボウリング大
会をやっていますが、さすがに社長が惨敗するのもマズ
イので、
私は週に１回は練習に行きます。
そこで数年前、
小穴さんを見かけびっくりしました。
なぜか？それは小穴さんがとんでもなく上手いボウラ
ーだからです。おそらくお仲間と定期的に大会を開いて
いるのでしょうが、スコアが凄すぎます。なんと250前後

を叩き出しています。300点満点ですから、250というス
コアは、ミスを１回もしない上に、ストライクを連発し
ないと出せないセミプロ級の腕前の人しか出せません。
ちなみに私は相当練習しましたが、アベレージでせいぜ
い150。その差はなんと100です。
このように、人柄も明るく、ボウリングもセミプロ。非
常に尊敬に値するロータリアンですので、
今日は色々なこ
とをご指導いただき、
また様々なことをこの例会でお話し
させていただきたいと思います。
特に2600地区の今年度テーマである「UPDATE MY
CLUB」について、地区ロータリー会員数が、この20年
近くで３分の１減少している事実も含め、共に打開策を
考えて参りましょう。
幹事報告
中島幹事
①第１回定例理事会報告。
＊７･８･９月プログラム確認の件。
（承認）
＊年間プログラム確認の件。（承認）
＊2017～2018年度予算書の件 。（承認）
＊その他。
・2018－2019年度ガバナー補佐候補者推薦の件。
（塚本
建三会員を推薦）
・松本少年刑務所 出前講座の件。
（講演日…８月４日
(金)。講師…西牧敬二直前会長）（承認）
出席報告
会員総数 21 名(内出席規定適用免除欠席者 3 名)
本日の欠席者 5 名(他 1 名は事前メイキャップ済)
出席率 72.22％
前々回(6/21)修正欠席者 3 名 出席率 84.21％
ニコニコボックス報告
コメント ◇よろしくお願いします。ガバナー補佐 小穴実
君 ◇小穴様、三原様、豪雨の安曇野からようこそおいで
頂きました。宮坂君 ◇小穴ガバナー補佐、三原ガバナー
補佐幹事、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願
いいたします。
中島君 ◇ガバナー補佐様ご歓迎い申し上
げます。松本の夕立空は格好だけでした。豪雨やだけど
雨欲しい。塚本君 ◇小穴ガバナー補佐、三原ガバナー補
佐幹事、本日はよろしくお願いいたします。征矢君 ◇小
穴ガバナー補佐ようこそ！藤田君 ◇小穴ガバナー補佐
をお迎えして。本日はブエナビスタ２Ｆ、３ＦとＷブッ
キングです。宮澤君 ◇蒸し暑くて、まいってしまいます
ね。今年は梅雨がまだ続くのでしょうか。ガバナー補佐
様にも暑い中、ご苦労様です。１年間よろしくお願いし
ます。山崎君 ◇ここのところｈｏｔですネ。夏バテしな
いように。西川君 ◇今日４時頃、中山で凄いカミナリが
鳴ったので、ビックリした。でも雨がポツポツでガッカ
リした。井筒君
なんとなく ◇西牧君

会長；宮坂高幸／幹事；中島光章／クラブ広報委員長；山崎圭子／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

＊2016～2017 年度 収支決算報告
＊収支決算監査報告
＊2017～2018年度 収支予算報告

藤田前年度幹事
塚本建三会員
中島幹事

たりご説明があることと思いますので、お楽しみにして
下さい。
話は変わりますが、昨年度のＲＹＬＡ基調講演講師の
萩原健二氏は講演の中で「義務感に苛まれているようで
配布資料；
「幹事報告」
「クラブ計画書」
「会報ファイル」
は、その才能は伸びていかない。目標を達成することに
「会報№１」
喜びを感じるようでなければ、やっている価値は無い。
」
回覧資料；
「地区プログラム訂正お知らせ」
「松本ＲＡＣ と言われていました。また原直前ガバナーも「楽しみな
第２例会案内」
がらやらないと価値は無い」
と良く言われていましたが、
あづみ野ＲＣへ公式訪問があった昨年８月24日に次期ガ
～ プログラム ～
バナー補佐をお引き受けしてから、既に本日までに18回
≪ガバナー補佐事前訪問≫
ほどの会議へ出席させていただいておりますが、日に日
＊ご紹介
宮坂会長 にロータリーへの理解が深まることを楽しんでおります。
松本城ＲＣさんでは既に次期ガバナー補佐に塚本健
国際ロータリー第2600地区(長野)
三様を選出されている旨をお伺いいたしました。塚本様
中信第一グループガバナー補佐 小 穴
実 君
におかれましては、是非楽しんでガバナー
所属ＲＣ；あづみ野ロータリークラブ／生年月
補佐をお勤め頂ければと思っております。
日；1959年(S34年)1月27日／職業分類；矯正
かつてロータリアンの先輩（ライズリー
歯科／事業所･役職；堀金歯科医院・院長／
さんとほぼ同じことを言われています）に
ロータリー歴；1992年２月入会、2003-04年度
「ロータリアンは自ら望んでロータリー
クラブ幹事、2012-13年度クラブ会長／ポー
に身を置き、ロータリーとは奉仕をするこ
ルハリスフェロー／マルチプルフェロー5回
とに喜びを感じる人々の集まりで、ロータ
／米山功労者6回
リー活動とは、自分の少しの余裕を奉仕し、
＊事前訪問ごあいさつ
喜んでくれる人がいることに喜びを感じ
まずもって、５月12日に急逝されました地区職業奉仕 る活動だよ」と教えを頂きました。前回の例会で配られ
委員会委員長をお勤めになられていた内藤玄雄先輩のご ました本年度第１号のガバナー月信にも書かせていただ
冥福を祈ります。また、６月24日に起こりました長野県 きましたが、この１年、私の活動が誰かに喜んでいただ
南部を中心とする地震、
そして今も続く島根県、
福岡県、 けているだろうと「積善余慶」を信じ、務めてまいりた
大分県での豪雨災害にあわれた皆様にお悔やみ・お見舞 いと考えます。
い申し上げます。
注）
．積善余慶とは、
「積善と陰徳を実践していけば、必ずや目的
この度、縁が有りましてイアンH.S.ライズリーＲＩ会 にかなう人生が送れる」と言うこと。まさにロータリーの公式標
長、関邦則国際ロータリー第2600地区ガバナー年度、中 語の一つ「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる(One Profits
信第一グループガバナー補佐を拝命いたしました、あづ Most Who Serves Best)」に帰結するのです。
さあ、ともにロータリー活動に励みましょう。
み野ロータリークラブの小穴 実(おあな みのる)です。
ところで、皆さんは「ロータリーの目的」４項目とか、
若輩者ではございますが、皆様のご理解とご支援を賜り
、
「ロータリーの公式標語」とか、
「ロー
ながら精一杯務めさせて頂く所存でございます。どうか 「四つのテスト」
タリーの行動規範」４項目はご存知ですよね。
よろしくお願いいたします。
クラブ計画書に載っていますので再度ご確認ください。
創立が1995年と言いますから創立22年の比較的若い
クラブですが、１年におおよそ45回の例会があったとす それだけでもロータリーについての認識が深まります。
御清聴を感謝申し上げます。
るならば、既に1000時間を超える集いの時間を経てきた
１年間お世話になりますが、
よろしくお願いいたします。
わけです。役目とは言え、貴重な時間を頂いてご挨拶で
きます栄誉に感激いたしております。
さて、本年度のＲＩ会長イアンH.S.ライズリーさんの
メッセージは皆さん既に何度もお読みいただいているこ
とと存じますが、要約しますと曰く「ロータリーとは何
か、何をするのかを世界に理解してもらうことが、いか
に大切かを認識しています。それぞれのクラブがどのよ
うな方法で奉仕することを選んだとしても、奉仕を通じ
て人びとの人生に変化をもたらせると信じているから
です。その活動が、人数が多かろうが少なかろうが、誰
かの人生をより良くしているのだ。そんな活動をしてい
るロータリーで充実感を得ることができるのです。
」と
言われていると思います。
また、関ガバナーは、地区方針に[UPDATE MY
CLUB]を掲げ、共に楽しみ、共に奉仕し、共に学び、共
に考え、共に成長する、
「共に歩む一年」にして参りま
しょうと言われています。
詳しくは次々週の関ガバナー公式訪問にて、詳細にわ

≪クラブ協議会≫ ＊進行；幹事
開会のことば
西牧直前会長
会長あいさつ
宮坂会長
議
長
宮坂会長
各委員会 事業計画の発表
・児野クラブ管理委員
・征矢会員増強組織委員長
・山崎クラブ広報委員長会長
・塚本奉仕プロジェクト副委員長
・宮澤国際奉仕委員長
質疑の応答
講
評
閉会のことば

小穴 実 ガバナー補佐
中島幹事

点 鐘 20:15

宮坂会長
[写真；山崎]

７月 25 日例会プログラム／ガバナー公式訪問記念例会
会員増強にご協力ください。

