
 

 

第 866 回例会 2015 年 10 月 21 日

□ 
 

上⽥東 RC 様合同例会 
司  会 ⼩林 正⼈君(上⽥東 RC) 
開会点鐘 ⽵内  強君(上⽥東 RC) 
ビジター (10 ⽉ 20 ⽇ 定時受付) 
 鈴⿅⻄ RC 福井隆男君 
 上⽥ RC   中村義介君 ⼩⼭秀典君 
 上⽥東 RC 倉沢和成君 滝沢修⼀君 
 上⽥⻄ RC 中澤栄⼆君 ⾦井賢⼀君 
      滝沢宏和君 
ゲスト 
RI2600 地区  

ガバナー     望⽉ 宗敬様 
ガバナー補佐   東⽅ 良夫様 
ガバナー補佐幹事 ⼩林 経明様 

ラッキー賞 
 当選者 松澤 ⼀志君 
 提供者 上⽥東 RC リンゴ 
プログラム  

『望⽉ガバナー公式訪問』 

⻄澤 ⽂登君 
 今⽇は望⽉ガバナーありがとうございま
す。東⽅ガバナー補佐様には先⽇に引き続
いてのご⾜労ありがとうございます。 

 先⽇の地区⼤会、本当にお疲れさまでし
た。ご参加をいただいた皆様ご苦労様でし
た。いい⼤会だったですね！松平さんの記
念講演⾯⽩かったですね。⼩船井 RI 会⻑代
理のお話もとても分かりやすくよかったで
すね。でもそれにも増して素晴らしかった

のは望⽉ガバナー
のパフォーマンス
でした。ユーモア
たっぷりで、ちょ
っと失礼かと存じ
ますが誠実さの中
に茶⽬っ気を感じ
させるガバナーの

お⼈柄がにじみ出た⼤会だったと思います。
望⽉ガバナーの改⾰の⼀環で地区⼤会経費
を 300 万円節減されたとのことですが、ど
こを削られたのか分かりませんでした。 
 これも改⾰の⽬⽟だったのですが、既に
ご案内の第 2600 地区の地区事務所の固定
化が会⻑幹事会で正式決定されました。こ
の 11 ⽉ 25 ⽇に松本商⼯会館に開設の運び
です。松本の地に設置されるということは
⼤変な意義があります。昭和 31 年（1956
年）4 ⽉ 6 ⽇、名古屋 RC と甲府 RC がスポ
ンサーとなって⻑野県に第 1 号のロータリ
ークラブが創⽴されました。それが望⽉ガ
バナーの居られる松本 RC です。つまり松
本は信州のロータリークラブ草分けの地と
いうことです。 
 地区⼤会で⼩船井 RI 会⻑代理が⾔われ
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たように、近年ロータリーは⼤きく変わろ
うとしています。中には今までの常識を覆
すようなものもあります。私は古いかも知
れませんが、組織は変わっても底に流れる
精神は不変のものだと信じております。私
達は常に不易流⾏の精神を持っていかなけ
ればいけないと思っております。 

⿅志村恭彦君 
 ベース ⽋席 メイク 出 席 率

本 ⽇ 23 7 － 69.57％
前々回 24 3 2 95.83％

⻄澤⽂登君 望⽉ガバナーようこそお越し
いただきました。地区⼤会す
ばらしかったです。  

⽥中栄⼀君 ガバナーようこそ 
⻫藤惠理⼦君 ガバナー様ようこそ 
中沢利樹男君 望⽉ガバナーようこそいら

っしゃいました。 
⽣川秀樹君 望⽉ガバナー上⽥へようこそ。 

笠原 ⼀洋君 柄澤  堯君
⿅志村恭彦君 北村 久⽂君
松澤 ⼀志君 宮原 宏⼀君
⽔野 泰雄君 中澤 信敏君
⻄澤 尚夫君 杉⼭  裕君

ガバナー公式訪問 
『思い起こそう 
 ロータリーの⼼と原点』 
国際ロータリー 
第 2600 地区 

2015-2016 ガバナー 
 望⽉ 宗敬さま 

地区⽅針 「プレゼントできる何か？」 
→⾃⼰の職業を通しての奉仕 
地区標語 
「思い起こそう ロータリーの⼼と原点」 
〇決議 23-34 と職業奉仕 
→「職業奉仕の⾒える化」 
⾏動指針 

「今 ⾒直しに勇気を！」 

〇地区財政・運営・
組織の⾒直し 
〇地区事務所の設
置固定化 
2000 年以降 

⇒ ⾰命的変化
「奉仕の第２世紀」 
 ・02 年→DLP 
 ・04 年→CLP 

・10 年→「RI 戦略計画」 
・13 年→「未来の夢計画」 

「今 ロータリーは維新の真っ只中にある」 
「混沌」→(私⾒) 

「職業奉仕」はロータリーの根幹 
（ロータリーは職業⼈の集団） 
個々の⼒を結集して⾏う奉仕活動は、すべ
て⾃⼰研鑽のためにあり、I Serve の精神を
磨くためにある。磨き上げた I Serve の究
極にあるものが職業奉仕です。 
ロータリーにおけるあらゆる奉仕活動は、
⼈間性向上の修練のためにあり、修業の結
果を世に問うことが職業奉仕です。 
※その他ガバナー談詳細は配布資料を参照 

鈴⿅⻄ RC 
福井御夫妻 
ようこそ 
お越しくだ 
さいました。
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