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本日は、島田ガバナーの公式訪問です。上田六

文銭 RC と合同での例会とさせて頂きました。代

表して、私から会長挨拶をさせて頂きます。 

まず、例会に先立ちますガバナーと会長幹事と

の懇談会につき失礼しましたことご容赦ください。

実は、今週、長野地裁で行われている裁判員裁判

の弁護人を担当しており、今日もその合間を縫っ

て出席しているものです。実は今週当クラブは、

職業奉仕委員会の企画である職場訪問ということ

で、この裁判員裁判の傍聴も実施しています。 

さて、本年度は、ガバナーに東信第２グループ

の上田 RC から島田甲子雄様が輩出されました。

私などは、個人的にも親しくさせて頂いているこ

ともあって、本当に嬉しく有難く思っているとこ

ろです。六文銭 RC の小嶋会長も、同じお気持ち

かと思います。例年、ガバナーの公式訪問と言い

ますと、緊張するものです。かつて、上田 RC の

湯本パスト会長はこの緊張感を、「カトリックの

信者がローマ法王を迎えるような緊張感」と表現

されたほどです。確かに言い得て妙と思います。

その点、今年は多少リラックスしてお迎えできる

のかなあと思っています。もちろん、敬意を表し

つつですが…。 

さて、私は本年度会長挨拶で、ロータリー豆知

識か、法律豆知識のいずれかを織り込むようにし

てきています。先々週当たりからは、今週の裁判

傍聴に備えて法律豆知識ということで刑事裁判の

話などをさせてもらっています。ですので、今日 

 

 

 

 

 

 

 

はロータリー豆知識の話 

をしてみようと思い、以 

前にご紹介しました上田 

RC の湯本パスト会長の 

会長挨拶集「ロータリー 

に光を求めて」の中から、 

何かいいテーマがないか 

とパラパラと読んでみま 

した。そしてある部分を 

読んだとき、私はとんでもないことに気づかされ

ました。それは、最初にお詫びしたことですが、

“私が今日、例会前のガバナーとの懇談会を欠席

したことは極めて重大な問題なんだ”ということ

なのです。 

それは、RI とガバナー、そして各 RC、ロータ

リアンの関係についての理解の問題です。まず、

RIは、全世界の各RCによって構成されています。

すなわち、団体と団体の関係です。具体的には、

RIの代表者と各RCの代表者との関係ということ

になります。各クラブの会員ロータリアンは、ク

ラブの構成員ではあっても RI の構成員ではない

ということです。そして、RI は、各地区に RI を

代表するガバナーを置いているのです。ガバナー

は RI の地区の代表者として、自分の管轄する地

区の各 RC の代表者と折衝する役職ということに

なります。その一環として、年一度各 RC を公式

訪問するわけです。そして、今述べた原則から行

くと、ガバナー公式訪問の本質的部分は実は、会

長・幹事との懇談にこそあるということになりま

す。なるほどと、自分自身の無理解を改めて自覚

した次第です。 
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しかし、ガバナーに例会に出席頂き、会員に直

接お話頂くことは、極めて重要な意義あることと

感じています。ガバナーの本年度のご挨拶には「ク

ラブの独自性を大切に」と述べてくださっていま

す。各クラブがその独自性を発揮しつつお互いの

連携も深めていく、こんなクラブ活動ができれば

と思います。今日の機会を大切にし、ガバナーの

お話を楽しみに、今日の例会を進行したいと思い

ます。 

島田ガバナーに感謝申し上げ、会長挨拶といた

します。 
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 本年度国際ロータリー 

第 2600 地区ガバナーを 

務めます島田甲子雄です。 

両クラブともたくさんの 

先輩会員方をはじめ、大 

変お世話になり、また、 

日頃より親しくつきあっ 

ている仲間も多く、少 

し話しづらいような心持ちでおります。どうぞ、

よろしくお願い致します。 

 この７月より日本人としては 30 年ぶりに RI 会

長に田中作次氏が就任されました。今年１月の国

際協議会に於いて発表された 2012－13 年度 RI テ

ーマは「奉仕を通じて平和を」(Peace Through 

Service)です。このことは皆様既にご承知の通り

です。その席上、田中会長は平和を一言で定義す

ることは難しい。唯どのように定義するにしても

私達ロータリアンは超我の奉仕を通じて平和をも

っと現実に近づけることができる。平和とはロー

タリーにとって実現可能な究極の目標であると述

べられました。そして RI テーマのもと、田中作次

会長は３回のロータリー世界平和フォーラムの開

催を下記の通りに発表しました。 

2012201220122012－－－－13131313 年度年度年度年度    ロータリー世界平和フォーラムロータリー世界平和フォーラムロータリー世界平和フォーラムロータリー世界平和フォーラム    

１．ベルリン(ドイツ) 国境のない平和 

2012 年 11 月 30 日～12 月 2 日 

 平和を築き、国際理解と協力において人々が相

互に関わり合う機会を推進する上での、民主主義

の役割を考察します。国家間の理解を促進する上

での国際共同委員会の功績と役割を紹介します。 

２．ホノルル(米国ハワイ) 平和にいたる緑の道 

2013 年 1 月 25 日～27 日 

 平和の前提条件として、人類が共有する環境資

源の保存と保護、および自然災害の影響の緩和の

重要性に焦点を当てます。新世代を中心に、若者

たちによる平和のビジョンを育んでいくことに焦

点を当てます。 

３．広 島(日本) 平和はあなたから始まる 

2013 年 5 月 17 日～18 日 

 私たち一人ひとりが日々の生活や地域社会での

活動で平和を推進する方法を考察します。未来志

向のこの会議では、一人ひとりが今後(何日、また

何年にもわたり)どう貢献していけるかを参加者

に問いかけます。 

 また、各地区に於いては「地区平和賞」を設け、

これにチャレンジするように奨励しています。 

 本年度は、３年をサイクルとした長期戦略計画

が一旦終了する年です。この計画は３つの優先項

目から成っています。 

●１番目が「クラブのサポートと強化」です。RI

は「ロータリーの強みはクラブにある」というこ

とを認識した上で、さまざまな変化に対応できる

柔軟性を求めています。また田中会長は会員増強

について世界中のクラブに対し、向こう３年間に

わたり３％の増員を目標に掲げました。 

●２番目は「人道的奉仕の重点化と増加」です。

2013－14 年度に始まる「未来の夢計画」の立案と

申請について、より迅速な対応とグローバル化を

求めています。 

●３番目は「公共イメージの向上」です。ロータ

リーは他団体に比べて広報活動が不得手であると

言われています。この問題を改善しロータリーの

知名度を上げることにより入会希望者の増加を目

指します。 

 地区については RI のテーマを受けテーマを「灯

そう平和の灯を ひとりひとりの心の中に」と致

しました。また、地区方針については下記の通り

です。 

第第第第 2600260026002600 地区方針および行動計地区方針および行動計地区方針および行動計地区方針および行動計画画画画    

１．巾広い年齢層と、女性会員のパーセンテージ 

 アップを目指した会員増強と退会防止（各クラ 

 ブ２名の増強） 

２．各クラブのサイズに合った独自性豊かな奉仕 

 活動の奨励 

３．ロータリーの認知度と公共イメージの向上 

４．ロータリー世界平和フォーラムへの参加協力 

５．新世代のための事業の推進 

６．被災地復興支援の継続 

７．RLI の導入推進 

８．未来の夢計画への対応 

９．平和フォーラムなど地区内での平和に係るプ 

 ロジェクトの奨励 

10．組織の効果的運営(効率化、スリム化) 

11．ロータリー 

財団への協力 

  年次寄付の 

促進「毎年あ 

なたも 100 ド 

ルを」の標語 

のもと、年次 

寄付目標の達 

成、ポール・ 
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ハリス・フェロー、マルチプル・ポール・ハリ 

ス・フェローの増員。恒久基金、ロータリー平 

和センターへの寄付、ポリオ撲滅に向けた寄付 

の促進 

12、米山記念奨学会への協力 

 ①一人平均 20,000 円の寄付額の達成 

 ②米山功労者、米山功労法人、遺言寄付者の増 

  員 

 以上の方針に添って任に当って参りたいと思い

ます。「楽しくあってこそロータリー」これが私の

持論です。一年間のご指導、ご支援、ご協力を宜

しくお願いいたします。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 塩野入永子君 

□開 会 点 鐘 滝澤 修一会長 

□斉   唱  それでこそロータリー 

□ゲスト紹介 小嶋 修一会長 

母袋卓郎氏(故母袋恭二君のご子息) 

この度故母袋恭二君 

の遺言により「地区 

の青少年育成基金に 

ご寄付」を頂き、感 

謝状を島田ガバナー 

よりお贈りしました。 

□ビジター紹介 小嶋 修一会長 

 ガバナー島田甲子雄君(上田 RC)・ガバナー補佐 

 工藤洋三君(丸子 RC) ・地区幹事菅沼性一君(上 

田 RC)・ガバナー補佐幹事笹沢美昌(丸子 RC) 

□ビジター 佐藤幸四郎君(上田西 RC)・山嵜信幸 

君(上田西 RC) 

□ガバナー訪問合同例会会員出席数 

 上田東 RC39 名、上田六文銭 RC21 名 計 60 名 

 

出 席 報 告       田中 栄一 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２９ ６ － ７９．３１％ 

前々回 ２８ １１ ６ ８２．１４％ 

 

ニコニコＢＯＸ       田中 栄一 君 

向田 隆夫 島田ガバナーをお迎えして、六文銭

RC 皆様よろしく。(上田東 RC 会員) 

村居 正雄 六文銭 RC の皆様ようこそ。一緒に島

田ガバナーをお迎えしましょう。

(上田東 RC 会員) 

西入 悦雄 六文銭よろしく！(上田東 RC 会員) 

小嶋 修一 島田ガバナー御苦労様です。 

山﨑 博太 島田ガバナーの御来駕を、心から歓

迎いたします。 

水野 泰雄 ゲストの母袋様、ガバナー様役員様

公式訪問ありがとうございます。 

 

松澤 一志 島田ガバナー、ようこそお越しくだ

さいました。 

田中 栄一 上田東様と合同例会、島田ガバナー

を迎えて楽しい例会にしましょう。 

西澤 文登 島田ガバナーようこそ!! 

宮原 宏一 寒くなりました。朝、太郎山が白く

なっていました。島田ガバナーさん

お世話様です。忙しいから体に気を

つけて下さい。 

宮澤 広一 今週末 11 月 18 日は、六文銭 RC 内ゴ

ルフコンペです。よろしくお願いし

ます。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 中澤 信敏君 

北村 久文君 西澤 尚夫君 生川 秀樹君 

宮下 安仁君 佐藤 黄辰君 杉山  裕君 

寺島  滋君 山ノ内恵理君 山嵜 勝司君 

横沢  正君   

 

□ラッキー賞  

島田ガバナー・菅沼性一地区幹事 

□友愛賞 

北村久文君、上田東 RC 増田様からの友愛賞(麦 

香煎ボルボローネ)を頂きました。 

当クラブからは、水野幹事の宮崎のお土産（焼 

酎)を差し上げました。 
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１．RI より 半期報告についてのご連絡 

  ロータリアン配布 

２．RI 奉仕室より 臨時ニュースレター配布 

３．島田ガバナー事務所より 「毎年あなたも 100 

 ドルを」ニュースレター、・ロータリーオンライ 

ンでクラブと複数寄付者によるご寄付が可能 

に、・地区平和賞について 

４. 松本第一高等学校インターアクトクラブより  

2012.7.22 に開催したインターアクト地区大会

の報告書配布 

 

会報恵送 

・桐生赤城 RC  ・白馬 RC  ・上田東 RC   

・上田西 RC   ・東御 RC 

恵贈物 

・東急インより 年末年始チラシ 

・トミー企画より ゆとりっち 


