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【幹事報告】

黒澤 明男 副幹事

1．望月宗敬ガバナーより第 27 回ＲＹＬＡ開催案内
日時

9 月 26 日（土）・27 日（日）

場所

伊那プリンスホテル（箕輪町）

2．蓼科ＲＣよりクラブ計画書

渡辺 頼雄 会長

3．例会変更

1988 年 3 月、小諸浅間クラブ創立のチャーターメ

丸子ＲＣ

ンバーであり、2001 年 12 月まで 15 年近く当クラブ
の歴史の前半を築き上げて頂きました、常盤館

花

岡道別様が 7 月 8 日亡くなられました。
御衣黄桜のお話、大切に育てておられる姿が目に

上田西ＲＣ

浮かんでまいります。茸のことなら何でも知ってお
られ、物知りで、心優しい人でありました。

佐久ＲＣ

心よりご冥福をお祈り申し上げます。
振り返って私たちの年齢も上がってまいりまし
た。30 年より前になりますが、矢島先生にお世話に
なった時、おっしゃられたお話が今でも忘れられま

7 月 23 日（木）

定刻受付あり

7 月 30 日（木）

定刻受付なし

8 月 13 日（木）

定刻受付なし

8 月 27 日（木）

定刻受付あり

7 月 30 日（木）

定刻受付あり

8 月 13 日（木）

定刻受付なし

7 月 30 日（木）

定刻受付あり

8 月 13 日（木）

定刻受付なし

≪本日の配布物≫
週報 1281 号、地区大会案内、納涼夜間例会案内、ロ
ータリーの友 7 月号

せん。

『渡辺さん、人の体はヒビの入った茶碗と同じなん
ですよ。手入れをして大事に使うと長持ちするし、
粗末に扱うと壊れてしまうのですよ。』
先生、健康のご指導これからも宜しくお願い申し

◆委員会報告
クラブ広報・情報委員会

中河 邦忠委員

・ロータリーの友 7 月号紹介

上げます。
さて、今日は各委員長さんのお話の日になりま
す。今年度の計画と抱負をお聞かせ頂く訳です。計

◆ラッキー賞
ＮＯ．１６

中河 邦忠 君

画の中に織り込まれた奉仕の心を大切にし、
“世界のプレゼントになろう”
“地域のプレゼントになろう”
皆様と一緒に進めてまいりましょう。

◆【出席報告】
会員数
本

２３名

日

大変恐縮ですが、所用の為早退させて頂きます。
委員長さんのお話はあとで勉強させて頂きます。お
尋ねすることもあると思いますが、教えてくださ
い。

前々回（6/30）

黒澤 明男 委員
出席義務者 ２１名
免除者
２名
出 席
１８名
事前 MU １名
８５．７１％
ＭＵ
０名
７２．７３％

◆ニコ BOX

工藤 泰一 委員

渡辺 頼雄君
中河 邦忠君
矢島 栄一君

職業奉仕の為、早退させて頂き
ます。
ラッキー賞、有難うございます。
先週は職業奉仕で欠席してしま
しました。年度の初めから申し訳
ありません。

小林 秋生君

新年度に入り、例会第 1 週から
欠席になってしまいました。職業
奉仕の為なればとお許し下さい。
今年度はクラブ運営委員長を一
生懸命努めたいと思います。

【本日のプログラム】 「各委員長挨拶」

会員増強委員会

小池

平一郎委員長

地区においても当クラブにおいても会員数が減少し続けている。昨年は美齊津・中込
会員 2 名の若い会員を増強でき、大きな喜びであったが、この度また 1 名退会者ができ、
今年度 23 名のスタートです。会員増強は親睦と共に最も重要な課題であります。
望月宗敬ガバナーは「思い起こそうロータリーの心と原点」を掲げ、「何かしなければ」と申されています。
会員増強の必要性は誰もが認めるところです。その為に魅力あるクラブ運営をし、若い仲間を獲得し、クラ
ブの活力を保つ様、会員の皆様一人一人に協力を求めます。
職業分類・年齢・女性など、多様性のある会員を求め、2 名以上の増強を目標とします。皆様、ご協力をお
願い致します。

クラブ広報・情報委員会

矢島

栄一委員長

【広報活動】
ロータリークラブのことを外部の方にもっと知っていただくための活動です。ホー
ムページをさらに見やすく、充実したものにしていきます。また、他委員会とも連携
してマスメディアへの働きかけを行い、クラブの奉仕活動等を積極的に紹介すること
でロータリークラブの知名度アップを図ります。
【情報活動】
会員向けの情報提供活動です。上部機関からの伝達や会員相互の親睦に関すること、例会の記録、有益な卓話
を残すことも重要だと思います。会報ですべてを網羅することはできませんが、つくり易さ・見やすさなど追求
し、よりよいものを目指します。
「ロータリーの友」の内容紹介は、ロータリークラブの方針・他クラブの活動内容を理解するうえで重要なの
で引き続き行っていきます。

クラブ運営委員会

小林

秋生委員長

クラブ運営委員会は、CLP 導入以来運営改革により、複数のいろいろな役割を
担っております。週毎の例会に続き四季折々に開催される、ご家族親睦のイベント等、
大半の行事が運営委員会絡みでございます。またその一つひとつをコストの面から見て
も、仲々の費用がかかっているのも現実でございます。
現在少人数化している（どこのクラブも同じ悩みでありますが）クラブ規模においては年間予算の上でも深刻
な問題であります。その年間予算と会計を担当しているのも、当クラブ運営委員会でございます。会員数が減少
しているから、予算の方もなるべく節約しての方法論では問題解決にはつながりません。やはり、例会やイベン
トに意義ある考え方で臨み、クラブ基盤の増強を考えて、なるべく外部に絡んで情報の発信をして行かなければ
と思います。
会員・ご家族の親睦イベントに外部を絡めてはの異議もあろうかとも思いますが、今年度は、先ず、クラブ規
模の増大を考えて取り組みたいと思っております。
どうぞ、一丸のご協力をいただけますよう、願って止みません。よろしくお願い申し上げます。

出席・プログラム委員会

黒澤

明男委員長

１００％の出席を強調しませんが職業奉仕の次に例会出席を優先して下さい。プログ
ラムにつきましては全会員から卓話の情報と「ご推薦」をいただきたくご協力をお願
いします。また、食事の無駄を出さないため欠席される場合は前日１５時までに事務
局へ連絡を必ずして下さい。
＜卓話開始１３時を守ることを目指します＞

奉仕プロジェクト委員会

橋詰

希望委員長

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、環境保全、新世代活動の５部門にわたる活動範囲
が広い委員会でありますので、すべてに満足いくような活動は難しいと思います。職業
奉仕はロータリーの金看板であり、いかにして自分の職業を通じ社会に貢献して行くか
を皆で考えていきたいと思います。
平成２８年２月２０日に予定されている地区の職業奉仕セミナープログラムは、各企業経営者であるロータ
リーメンバーが実際の経営について発表するのでとても参考になり有意義であります。大勢の会員の参加を呼
びかけます。
未来の夢計画（地区補助金使用計画）については我がクラブで何ができるか、来年の申請に向けて検討を進
めます。他クラブの今年の申請を見ていると小諸クラブはフード祭りの日に一日なんでも相談やミニ動物園の
企画、丸子クラブは地域の中学一年生対抗野球大会の開催、佐久コスモスは地域の中高校性とロータリー交換
留学生との交流など様々です。
わがクラブは甲府第一高校の競歩遠足、八幡神社の八朔相撲のサポートなど候補が挙がっています。会員の
多くの参加をお願いしたいのが飯綱山公園の整備です。8 月 25 日と 11 月 10 日、来年 6 月を予定しています。
職場例会の設定はどこにお願いするか、職業奉仕賞はどうするかなど決めなければならないことがたくさん
あります。一年間皆様のご協力をお願いいたします。

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会

青松

英和委員長

当委員会の目的は、国際ロータリー活動の財政基盤を担うロータリー財団の基盤強化
と、日本ロータリーの諸活動の中で国際的にも特出する米山記念奨学会への理解を深め、
その財政基盤を支えることである。

【ロータリー財団】
○ロータリー財団セミナー等に参加し、ロータリー財団の活動への理解を深め、その活動目標に協力し、推進
する。
○年次プログラム基金寄付目標を達成するように努める。
目標：一人当たり 150 ドル
【米山記念奨学会】
○米山月間を通して、米山記念奨学会への理解を深める。
米山奨学生のクラブ例会訪問、卓話の場を設ける。今年は中国の留学生：任

思暁（ニン

を予定。
○米山の財政基盤を強化するため、寄付金の増進を図る。
目標：一人当たり 20,000 円

次 週 の プ ロ グ ラ ム ： ７月 ２１日 「特 殊 詐 欺 被 害 防 止 対 策 について
小諸警察署 署長 碓井千尋氏
次々週のプログラム：７月 ２８日 「会 員 増 強 について」
会員増強委員会 小池平一郎委員長

シギョウ）さん

