
 

 

第 857 回例会 2015 年 8 月 4 日

□ 
 

 

⻄澤 ⽂登君 
 毎⽇暑い⽇が続きます。皆さん、熱中症にはく
れぐれも気をつけましょう。私の会社ではこの暑さの
中エアコンが故障しまして⼤変な思いをしておりま
す。⼤家さんが⼿配してくれるのですが、エアコンの
現物は来たものの据え付ける技術者が忙しいとの
こと。しばらく我慢⼤会です。 
 先⽇太平洋戦争の終戦の際の宮内庁の資料
が公開され、最後の御前会議が⾏われた御⽂庫
付属室の写真が発表されました。私はぼろぼろに
壊れた部屋の写真を⾒てとてもショックを受けまし
た。地下の換気が悪い所で⼤事な会議が⾏われ
ていたということ、またそのような所でしか会議がで
きなかったということがショックでした。戦争はいけま
せん。正義の戦争など決して無いと思います。戦
争の無い世界を⼼から望むものです。 

⻫藤 惠理⼦君 
１.RI より 
 ・The rotarian 8 ⽉号・・友愛の広場 
 ・特別⽉間(8 ⽉)名称変更のご案内  

「会員増強→新クラブ結成推進⽉間」 
 ・8 ⽉ロータリーレート ＄1=124 円 
 ・財団室ニュース 8 ⽉号 
２.⽶⼭記念奨学会 
  普通寄付⾦申告⽤領収書申請のご案内 
３.あずみ野ロータリークラブより   

第 23 回インターアクト地区⼤会開催の
御礼 

４.AMU より 
  交流部会のお知らせ 

司  会 ⼭﨑 勝司君 
開会点鐘 ⻄澤 ⽂登君 
慶  祝   
 
 
 
 
 
 
 
 
・皆出席 ⽣川 秀樹君(9 年) 
・誕⽣祝 北村 久⽂君(1 ⽇) 
     中沢利樹男君(11 ⽇) 
      ⼭崎 勝司君(15 ⽇) 
 
委員会報告  
・広報・情報委員会 
 宮原 宏⼀君 

「ロータリーの 
友紹介」 

 
 
 
・笠原⼀洋君より 

『⽂化財で⽂化祭』
のご案内と飲み物
チケットいただき
ました 
上⽥地域の⽂化財
に対するコメント
をいただきました。
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５.東⽇本⼤震災復興⽀援コンサート実⾏
委員⻑より 

 『君に届け IN うえだ』協賛⾦御礼 
６.上⽥保健所より 
  8 ⽉の献⾎バスの運⾏予定について 
7.⾝体教育医学研究所より 
 「ユニバーサルスポーツ講演会」お知らせ

…メール BOX にて配布しました。 
恵送 
上⽥⻄ロータリークラブ会報 友愛の広場 
全会員配布物 
１. 当クラブ会報 856 号 
２．ロータリーの友 8 ⽉号 
３．中川 G ⽉信第 13 号…柄澤 G 掲載 
４．望⽉ G ⽉信第 2 号…会⻑・幹事掲載 
その他 
１． 本⽇例会後は理事会です。 
２． 次週 8/11 は夜間例会です。 
３．会費の⼊⾦がまだお済みでない⽅は早

めのご⼊⾦をお願いいたします。 
 

⼩嶋 修⼀君 
 ベース ⽋席 メイク 出 席 率

本 ⽇ 24 ５ － 79.16％
前々回 24 5 2 87.50％

⼭⽥ 豊君 今年は猛暑ですね。8/11 夜間
例会を千曲川で⾏います。鮎で⼣涼みを
しましょう。6 時 20 分〜です。 

⽥中栄⼀君 菅平⾼原で多くの学⽣が約
12,000 ⼈来ています。 

中澤信敏君 明⽇は花⽕⼤会ですね。警備
と⾔いながら真下で楽しんでいます。 

宮原宏⼀君 暑いです。孫が 2 ⼈来ていま
す。なお暑いです。 

杉⼭ 裕君 ダイエット中で、⼣⾷のビー
ルやめています。つらいです。 

⻄澤尚夫君 7 ⽉は会社、決算⽉でした。⽬
標に対して 103％程の実績でした。 

肥⽥野秀知君 ⽣川 秀樹君 
⿅志村恭彦君 笠原 ⼀洋君 
松澤 ⼀志君 中沢利樹男君 
柄澤  堯君 ⼭崎 芳雄君 
⻄澤 ⽂登君 ⼭﨑 勝司君 
⻫藤惠理⼦君  

クラブフォーラム 
テーマ 「六⽂銭クラブの存在意義を問う」 
今回は時間がありませんので皆さんのご意
⾒をお聞きするのは次の機会になりますが、
私が現在のクラブの状況と普段感じている
問題点と思われることを列挙します。8 ⽉
25 ⽇の例会でフォーラムをまとめること
になっていますが、少し時間をかけたほう
がよいと思いますので 9 ⽉の例会プログラ
ムに⾷い込むかもしれません。 
 
 
 
 
 
 
 
クラブの状況と課題 
１.会計は年々厳しくなっている 
２.今年度はなんとか乗り切れる予算建て

をしたが期末には微妙である 
３.⼀般会計はきついが積⽴⾦がある（善意

寄⾦と周年事業準備積⽴） 
４.会員増強が必要なことは明らかだがや

たらに⼊会勧誘をすることは無責任で
ある 

５.⾃信を持って⼊会勧誘のできるクラブ
にしなければいけない 

６.次年度会⻑も決まらない状況は⾃信を
持って勧誘できる状態とは⾔えない 

７.なぜ次の会⻑を決められないのか 
８.会⻑予定者のドタキャンがあった 
９.ドタキャンをした本⼈の責任は⼤きい

がそうせざるを得なかった状況に追い
込まれたのではないか 

10.そのような状況にクラブが追い込んだ
のではないか 

11.次の会⻑を決められないことと共通し
た原因があるのではないか 

12.その原因を探る必要がある 
13.会員の間に⽬に⾒えない壁がある 
14.その壁はささいな誤解が原因になって

いるかも知れない 
15.本⾳トークができていないと思う 
16.本⾳を伝えることによって誤解が解け

る場合がある 
17.フォーラムでは本⾳をぶつけて欲しい 
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