
 

 

第 864 回例会 2015 年 10 月 6 日

□ 
 
司  会     ⼭⽥  豊君 
開会点鐘     ⻄澤 ⽂登君 
ビジター RI2600 地区東信第 2 グループ
  ガバナー補佐     東⽅ 良夫様 
  ガバナー補佐幹事  ⼩林 経明様 
慶祝    
 ・誕⽣祝    中澤 信敏君(28 ⽇)
 ・結婚記念⽇祝 中沢利樹男君(4 ⽇) 
         ⻄澤 ⽂登君(10 ⽇)
         ⽥中 栄⼀君(22 ⽇)
         宮澤 広⼀君(29 ⽇)
         肥⽥野秀知君(31 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 
プログラム ガバナー補佐をお迎えして 

RI 東信第⼆グループガバナー補佐 
   東⽅ 良夫様  ご挨拶 

 

⻄澤 ⽂登君 
 今⽇はガバナー補佐様の事前訪問という
ことで東⽅補佐様と⼩林幹事様にお⾒えい
ただいております。ありがとうございます。
後ほどお話をいただきます。 
 さて昨夜から今⽇にかけて⼤きなニュー
スが２つ⾶び込んできました。TPP の⼤筋
合意と⼤村 智⽒のノーベル医学⽣理学賞

決定のニュースです。
TPP についてはわが国産
業界への影響など私は実
のところよく分かりませ
ん。農業に与える影響は
相当なものがあるのでし
ょうね。⼤村さんのノー
ベル賞については素直にうれしいですね。 
 ⼤村 智さんといっても全然知りません
でした。その業績や⼈物像などをテレビや
新聞で⾒ますと世界に⼤変な貢献をされて
いるのですね。会⾒での受け答えなども本
当に好感が持てます。「微⽣物が仕事をして
くれました。私はそれを少し整理したにす
ぎません。科学者は⼈のためになることを
しなければいけません。」… なかなか⾔え
る⾔葉じゃないですよ！まさにロータリー
の職業奉仕を地で⾏っている観があります。 
 ⼤村さんはスポーツマンでいらっしゃっ
たそうですね。特にスキーは国体に 2 度も
出場経験があるとのこと。すばらしいです
ね。また若いころから美術品の収集をされ
ていたとのこと。出⾝地の⼭梨県韮崎市に
は韮崎⼤村美術館を⾃費で開設し市⺠に公
開しているそうです。所蔵品 2,000 点、⼥
性作家のものがほとんどということで特⻑
がありますね。「他⼈のまねをしていてはそ
の⼈以上にはなれない。まねのできないこ
とをしなさい。」というのが信条だそうです。 
 私も⼤村さんのような境地になりたいも
のですが、不可能でしょうね。 
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横沢  正君 
１．RI より 

・the rotarian 10 ⽉号 
・財団室 news  2015.10 ⽉号 
・会⻑賞ウェビナー 

ビデオとスライドのご案内 
２．中川直前ガバナー事務所より 

・事務所閉鎖のお知らせ     
３．望⽉ガバナー事務所より 

・RYLA 開催の御礼 
４．⼩さな親切運動より 

定期総会開催のお知らせ 

恵送 
１．丸⼦ RC 様・・・会報                                 

全会員配布物 
１．当クラブ会報 第 863 号  
２．ロータリーの友 10 ⽉号 
３．⽉信      10 ⽉号 
４．10-11 プログラム  

その他 
１．次週は⽶⼭奨学⽣卓話です。蓼科 RC カ

ウンセラーと 2 名でお越しくださいま
す。 

２．明⽇ 10/7(⽔)午後 事務局お休みをい
ただきます。 

３．ヴァイオリンコンサートのチケットの
取りまとめ・販売を事務局で⾏ってお
ります 

４．次週 10/13 は理事会です。 

 
⼩嶋 修⼀君 

 ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 24 3 － 87.50％
前々回 23 2 0 91.30％

⻄ 澤  ⽂ 登 君  東 ⽅ ガ バ ナ ー 補 佐 様 、       
⼩林幹事様今⽇はありがとう
ございます。 

横沢 正君 東⽅ガバナー補佐、⼩林幹事
ようこそ。 

柄澤 堯君 東⽅ガバナー補佐、⼩林補佐
幹事ようこそ！ 

⿅志村恭彦君ガバナー補佐本⽇はよろしく
お願いいたします。 

⼭﨑博太君 ⼤村智博⼠のノーベル賞受賞
をお祝いいたします。 

⽥中栄⼀君 ノーベル賞⼤村様⼤変おめで
とう。 

飯島俊勝君 秋本番、良いお天気です。 
中澤信敏君 紅葉まつり 10/31 から始まり

ます。この中で来年の真⽥ま
つりの主役幸村公を決めるコ
ンテストを開催します。⼤河
本番の年での幸村公を推選し
てください。 

肥⽥野秀知君 笠原 ⼀洋君
北村 久⽂君 ⼩嶋 修⼀君
松澤 ⼀志君 宮原 宏⼀君
宮澤 広⼀君 ⽔野 泰雄君
中沢利樹男君 ⽣川 秀樹君
杉⼭  裕君 ⼭⽥  豊君

 

ガバナー補佐をお迎えして 
RI 東信第⼆グループガバナー補佐 

東⽅ 良夫様 
皆さん改めま

して今⽇は。 
このところ、

朝晩めっきり冷
え込み、すっか
り秋らしくなっ
てきました。そ
んな折、10 ⽉ 1

⽇初めて東信第⼆グループに望⽉ガバナー
の公式訪問をいただきました。 

上⽥ RC・丸⼦ RC の合同例会であります。
この東信第⼆に初めてお迎えするので前の
⽇より⼤変緊張感を持っていました。 

会場である「ささや」さんに少し早めにお
邪魔をさせていただき、上⽥ RC ⽥中会⻑
⾃ら会場作りをされていて、その会場を⾒
てこれで安⼼して望⽉ガバナーをお迎えす
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ることができると緊張感から解放されるこ
とができ、また、当⽇は会場の都合で合同夜
間例会となり共々に懇親を深めることがで
きました。 

この東信第⼆グループに初めての公式訪
問ということで皆さんにまずご報告をさせ
ていただきました。 

実は去年の今ごろ柄沢ガバナー補佐始め、
各クラブの会⻑・幹事の皆様のご承認をい
ただき⼤役をおうせつかってから⼀年、こ
の間幾度となく研修・会議などを重ね勉強
してまいりました。今⽇、望⽉ガバナー事前
訪問でお邪魔をさせていただきました。全
てはこの望⽉ガバナー事前訪問にとつなが
ってきている訳ですが、この 7 ⽉より新年
度を迎えて早くも３か⽉あまりが過ぎまし
たが、先ほど⻄澤会⻑、横沢幹事と親しく懇
談をさせていただき、皆さんのクラブ活動
も軌道に乗りお仕事にまた、ロータリー活
動にと有意義な毎⽇を送っていることと思
います。共々に頑張っていきたいと思いま
す。 

さて、今年度、RI 会⻑は、「世界のプレゼ
ントになろう」と RI テーマとして掲げまし
た。それは私達ロータリアンに職業を通し
ての社会貢献をうったえている事と思われ
ます。それを受けて望⽉ガバナーは「思い起
こそうロータリーの⼼と原点」地区テーマ
としてロータリー活動の理念と実践を呼び
掛けられたのです。ロータリーの原点、それ
は「親睦と奉仕」であります。 

その具体的⾏動としてガバナー補佐研修
会でいくつかの活動項⽬を掲げました。 

その⼀つは「ロータリアンの三⼤義務」の
確認。すなわち・例会への出席・会費の納⼊・
ロータリー雑誌などの購読。 

例会への出席 我々は世界⼀と⾔われる
奉仕団体ロータリークラブで活動させてい
ただいている訳ですが、ロータリークラブ
は同じ志をもった友の集いであります。そ
の志を形にしていくのは何といっても明る
く楽しい例会からではないでしょうか。ク
ラブ計画書を⾒させていただきました。上
⽥六⽂銭 RC 様は会員数が少ない中でも委

員会が数多くあり、⼀つ⼀つの委員会の⾏
動⼒はよく⽿にしています。これからも⼤
きなクラブ活動をぜひともお願いいたしま
す。 

寄付 ロータリー財団・⽶⼭奨学などへ
の寄付のお願いであります。R 財団とロー
タリーは⾞の両輪関係、どちらか⼀⽅が⽋
けても⼤変困ることであります。また、⽶⼭
奨学⾦制度は⽇本のロータリーの宝。会員
皆で⼤切に⾒守ってゆきたいものです。 

会員増強 国際ロータリー2600 地区は
ここ 10 年くらいで約 3 割もの会員減少と
いうことで⼤変危機感をもっています。各
クラブにて⽬標を設定して具体的な⾏動を
おこすようにお願いもいたします。 

出前講座 ロータリアンが教育機関や各
種団体・事業所などで卓話・講義などをする
ことですが、かなり難しい課題であるとは
思いますが、皆様のクラブで前向きに検討
を重ね、是⾮とも実⾏をしていただきたい
ロータリー活動の⼀つであります。六⽂銭
さんでは「職業奉仕の具現化」として⻘少年
を対象に真⽥家をテーマにした出前講座を
計画されているようですが、各クラブで 2
回以上実践していただければと思います。 

地区事務所固定化 前回お邪魔をさせて
いただいたとき、少しお話をさせていただ
きました。ガバナー事務所固定化の件です
が、11 ⽉ 25 ⽇より松本商⼯会議所内に決
定いたしました。 

地区⼤会 10 ⽉ 17 ⽇・18 ⽇に「今⾒直
しに勇気を！」⼤会テーマにホストクラブ・
松本南ロータリークラブによる地区⼤会の
件です。17 ⽇は会⻑・幹事会・本会議とな
ります。会員の皆様には、18 ⽇松本市⺠芸
術館で⾏われる本会議、そして⽇の本⼀の
兵・真⽥幸村と題して元 NHK アナウンサー
松平定知（まつだいらさだとも）様による記
念講演会、当⽇は⼀般市⺠ 800 名の公募を
しましてロータリーの活動を理解していた
だくように⼀般開放をする予定であります。
ロータリアンにあっては、必ずや最後まで
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席を⽴つことなく地区⼤会を無事終了いた
すべくご協⼒をお願いいたします。 

IM 来年 2 ⽉ 14 ⽇に⾏われる東信第
⼀・第⼆合同の IM 会員セミナーの件です。
今回は東信第⼀が当番にあたりまして、南
佐久ロータリークラブガバナー補佐 品⽥
宗久様は早くから⾏動を起していただき、
会場は⼩諸キャッスルホテル、講師にはお
⼆⼈をお願いしまして、お⼀⼈は品⽥様の
お友達・清⽔克衝（しみずかつよし）⽒。こ
の⽅は都内に書店「読書のすすめ」を開業⾃
らも著書多数あり、また、テレビ・ラジオな
ど多数出演しマスコミ活動も積極的に⾏い、
他にも新聞などコラム連載多数であります。
本の出会いと⼈の出会いの⼤切さを伝える
講演活動も積極的に⾏っている⽅であり、
当⽇は書物の購⼊等をよろしくと品⽥補佐
よりお願いをされていますのでご協⼒よろ
しくお願いします。 

もう⼀⽅、⾕厚志（たにあつし）⽒。芸能
界引退後リクルートへ⼊社。著書に「怒るお
客様こそ、神様です」や「⼼をつかむ、誰か
らも好かれる話し⽅」等多数。主な講演テー
マに「お客様の怒りを笑顔に変えるクレー
ム対応講座」年間 200 本もの登壇をこなす
⼈気講師として活動中。 

望⽉ガバナーのご紹介  
S46 年 27 歳で望⽉会計事務所を創業 
学校法⼈ 未来学舎名誉理事⻑ 
学校法⼈ 松商学園常務理事 等。 

 多くの重責を担いながら、また、いまだ向
学⼼おとろえず 66 歳にして、信州⼤学経済
学部⼊学、68 歳に同⼤学院⼊学、現在在籍
中であります。 

趣味・そば打ち 全国認定 2 段  
端唄（花季流名取）など、いまだ 70 歳を

過ぎて尚ますます活躍中であります。 

ガバナー訪問時のお願い ⼀つはガバナ
ー訪問当⽇にプロジェクターを⽤意してく
ださい。もう⼀つはガバナーからの挨拶の
時間ですが、30 分では⾜りない位ですので
少なくても 1 時 5 分前からガバナーの挨拶
の時間にしていただきたく重ねてお願いい

たしまして事前訪問の挨拶とさせていただ
きます。 
 
クラブ協議会報告 
10 ⽉ 6 ⽇（⽕） 13:35〜14:30 
上⽥東急 REI ホテル すずらんの間 

出席者 
東信第⼆グループガバナー補佐 

東⽅良夫さま 
東信第⼆グループガバナー補佐幹事 

⼩林経明さま 
⻄澤会⻑、北村副会⻑、横沢幹事、 
宮原クラブ強化委員⻑ 

（広報情報委員⻑兼務）、 
⼭崎（芳）会員増強委員⻑、 
⼩嶋出席委員⻑、 
松澤会報委員⻑、 
⼭⽥親睦会場委員⻑、 
⽣川プログラム委員⻑、 
⽔野奉仕プロジェクト委員⻑ 

（R 財団委員⻑兼務）、 
中澤（信）職業奉仕委員⻑、 
中沢（利）社会奉仕委員⻑、 
宮澤国際奉仕委員⻑、 
杉⼭直前会⻑ 

協議内容 
・会⻑⽅針ならびに各委員会からの事業

計画の説明 
・東⽅ガバナー補佐より ご指導・ご講評 
・質疑、応答 
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