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尾沼好博君（軽井沢ＲＣ）

【幹事報告】

依田 晋一 幹事

１．米山梅吉記念館より「館報 24 号」
２．佐久コスモスＲＣより、東信第一グループ親睦ゴルフ大
会について
日時 10 月 1 日（水）開会式 8：40 スタート 9：07
場所 望月東急ゴルフクラブ
費用 プレー代 7,000 円（昼食付）参加費 3,000 円

【会長挨拶】

渡辺 文夫 会長

本日は第 2600 地区東信第一グル－プ 2014～2015
年度ガバナ－補佐長岡 秀秋さん（軽井沢ロ－タリ－
クラブ）とスタッフの尾沼 好博さんをお迎えしての勉強
会です。大変ご苦労さまです、感謝申し上げます。
先程 11 時 30 分より 12 時までの 30 分間、顔合わせ
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を致しました。最大の課題は会員増強です。我がクラブ

週報 1239・1240 号、宮坂宥洪ガバナー月信 13 号、ガバ

も 7 月の切り替え時には 2 名の退会者を出し、2600 地

ナー月信 2 号、ロータリーの友 8 月号、親睦ゴルフ大会

区ガバナ－中川 博司さんもご挨拶の中で会員は最盛

案内

期の 60％まで減り、かつ会員の平均年齢は上がる一
方で組織存続にとって極めて重大な課題だとおっしゃ
って居りますが、我がクラブも全く同じ課題を抱えて居
ります。小諸市においてはロ－タリ－クラブ２組織、ライ

◆委員会報告
クラブ広報・情報委員会

矢島栄一委員

・ロータリーの友 8 月号紹介

オンズクラブと国際ソロプチミスト各１組織の計４組織
が運営されております。これを踏まえていかに打開す
ればよい良いかが中心課題となります。
何としても古い殻を脱ぎ捨てて、ロ－タリアンとして

◆ラッキー賞
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小島 勝君

いかに行動を起こせば良いかの勉強ですので御協力
の程よろしくお願い致します。
先週の納涼夜間例会は会員家族合わせて２８名の
参加でした。初めてのこころみでしたので思い通りには
いかなかったと思いますが反省点を生かしてより良い
親睦会になるよう、お願い致します。以上会長挨拶と致
します。ありがとうございました。

次週のプログラム ：
８月 １９日 会 員 増 強 について
次々週のプログラム：
８月 ２６日 ガバナー公 式 訪 問
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【出席報告】

有難うございました
長岡秀秋ガバナー補佐、尾沼好
博様、ご苦労様です。宜しくお願
い致します。
誕生祝、有難うございます
長岡ガバナー補佐、ご苦労様で
す。

橋詰 希望君

小島 勝君

本日は軽井沢ＲＣ長岡ガバナー
補佐並びにスタッフの尾沼さんが
ご来場下さいました。歓迎申し上
げます。
長岡ガバナー補佐、尾沼様本日
は有難うございます。長岡様の
奥様はカーリングでオリンピッ
ク、世界大会で監督としてご活躍
されています。
ラッキー賞、有難うございました
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【本日のプログラム】

「ガバナー補佐事前訪問」

国際ロータリー第 2600 地区

東信第一グループ ガバナー補佐

長岡 秀秋様

本日は渡辺会長のもと、2014-2015 年の活動が開始されました「小諸浅間ロータリークラブ」へ
の事前訪問ということですが、今日が初めての訪問日です。本年東信第一グループのガバナー
補佐を務めさせていただきます、軽井沢ロータリークラブの長岡秀秋です。若輩者であり、ロータ
リー歴の長い先輩方が大勢おられますので、尻込みをしているわけですが、小諸浅間 RC の会
員の皆様方には、何かとお世話になりますが、よろしくお願いいたします。
ＲＩ会長、ゲーリーC.K.ホアン会長のテーマ「ロータリーに輝きを」のもと、第 2600 地区、中川博
司ガバナーは、「明日のために今こそ行動を」という標語でスタートを切りました。地区の方針につきましては、貴クラブのク
ラブ計画書の９-10 ページに書かれておりますので、この方針に従ってできるだけのご努力をいただければと思います。中
川会長は大変実直な方で、真摯に前向きにロータリーに向き合っておられます。しかし、今までのすべてを踏襲しろというわ
けではなく、時代の変化に対応すべくロータリーに向き合うことを進めております。現状打破のために、前向きなエネルギー
と行動力、変化を受け入れる寛容な心を求めています。どのクラブにも共通の課題であります、会員拡大につきましても、若
い人や女性を入れようと掛け声はかけるけれども、現実は会費の高さ、例会の時間などがネックになり拡大が進まないので
はないかと考えております。若い人達が入会できるように、現在のロータリーの仕組みを、アイデアと勇気を持って変えてい
くことを考えようといっております。
本日、貴クラブの訪問に先立ってクラブ計画書と週報を読ませていただきました。メンバー数は 22 名と決して多いわけでは
ありませんが、出席率は 90％前後を確保されており、組織もコンパクトでわかりやすい構成になっていると感じました。また、
すべてのメンバーが各委員会事業に、リーダーシップを持って参加できる仕組みは大変参考になりました。クラブ運営のマ
ニュアルも、明快でわかりやすくされておりますので、新しい方が入ってこられても、すぐに活動に入られると思いました。ま
た、計画されております奉仕プロジェクトの中の、飯綱山の草刈りというのが年 2 回行われる予定となっておりますが、汗を
流すこの事業が続いておられることに敬意を表します。軽井沢ＲＣでもロータリーの森という事業がありますが、メンバーが
年を取ったということもありますが、なかなか毎年は続きません。森を大切にするということは、大変素晴らしい事業だと思い
ますので、いつまでも続けていただくことを期待いたします。
先日、会長・幹事会を開かせていただいて、地区の要望につきまして、渡辺会長、依田幹事さんにはお伝えさせていただ
きましたが、寄付関係につきましては、難しい面もありますが、できる限りのご協力をお願いいたします。地区の主な行事と
いたしましては、10 月 18-19 日に駒ヶ根 RC のホストで地区大会が開かれます。東信第一グループの行事では、10 月 1 日
に東信第一グループの親睦ゴルフを蓼科 RC と佐久コスモス RC のホストで開催されることになりました。また、地区からの
要望により、今年はグループ合同で入会 5 年以下の会員を対象に新会員セミナーを開催することになりました。こちらは軽
井沢 RC のホストで 11 月～12 月に行う予定であります。例年行っております、東信第一と第二グループのＩ．Ｍは上田六文
銭 RC と軽井沢.C の共同開催で上田「ささや」で 2 月 14 日に開催いたします。それぞれ、できるだけ大勢のメンバーに出席
をいただいて、ロータリーによるつながりを深めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

