
 

 

第 1321回例会報告 

会長挨拶 

会長蒲地整志 

御礼 

本日は、２０１２～２０１３年度の事業報告です。 

本年度、私は「一歩前へ！！」のスローガンを掲

げ、会員の意識の向上を図ってまいりました。 

各委員長におかれましては、私の意を充分にお

汲み頂き、一歩どころか何歩も前に積極的に進ん

で頂きました。本当にありがたく思います。 

私自身としては反省すべき所も多く、自身の力

のなさを痛感しております。 

ただ、河西幹事を始め、各委員長の皆様、そし

て会員の皆様に支えられて、何とか職責を全う出

来る事に、改めて深く感謝致します。 

 心から御礼をさせて頂きまして、会長としての

事業報告に代えさせて頂きます。 

◇幹事報告◇ 

【理事会報告】 

１）標準ロータリー・クラブ定款の改定に伴う諏訪

湖クラブ内規の変更は、１２月手続き要覧が発行

された後に行う。目的などの邦訳変更は２９期事

業計画書に反映済です 

２）国際ロータリー２０１３年規定審議会による規定

の変更については８月末日が異議申し立て期限

となっていますが、三村直前会長に精査をお願い

いたしました。 

３）美しい環境づくり諏訪地域推進会議年会費は、

例年通り支払います 

４）長野日報社、下諏訪市民新聞社、暑中見

舞い広告は、例年通り記載。内容は次年度に一

任しました。 

５）諏訪湖周まちじゅう芸術祭後援は、理事会の申

し合わせにより、金銭を伴わないものは内容が公

序良俗に反しない限り幹事の裁量にて承認を了

承しました。 

６）日本虐待防止学会寄付は、諏訪グループ会長

幹事会に図ってから再審議することにしました。 

７）事務局費の支払いについて、前期通りに行い

ます。 

【特別報告事項】 

新会員に、小笠原仁さん、坂村龍玄さん、宮坂健

さんの３名が決定しました。７月からの入会になり

ます。 

御三名とも最終例会に参加なされますのでよろし

く歓待をお願いいたします。 

■出席報告 
会 員 数      35名 
出席対象          33名 
出席者数     25名 
出 席 率      75.8％ 
前回修正     84.8％ 

■今週のことば 

本日除くとあと一回の例会

です。 

不謹慎ですがなんとなくほ

ほが緩んでしまいます。 

河西達雄 

■ニコニコ BOX 

２０名    33,000円 
累 計   1,199,000円 
目標額         130万円 
達成率          92.27％ 
 

■次回のプログラム 

7月 4日 

新年度役員挨拶 
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【連絡事項】 

１. ７月のロータリーレートは９２円/$です。 

【受領文書】 

1. 諏訪ＲＣウィークリー 

第 1321回例会 

会長・幹事 

「2012-2013年度第 28期事業報告」 

クラブ奉仕委員会 

委員長 吉澤 邦雄 

 今期は特に親睦に

重点を置きつつ、円滑

なクラブ運営に努めて

参りたいとスタート致し

ました。時に多大な経

済的負担をお願いす

ることになってしまいま

したが、皆様のご理解とご協力により無事に事業

を遂行することができました。 

１.出席管理（本日現在） 

 ・年間平均出席率 ８４.３％ 

 ・ホーム 100％出席（６名） 

海老原十三、河西達雄、小松孝弘、髙山 巖、

松澤康夫、吉澤邦雄 

 ・優良出席者（メイク含む 100％）１７名、 

５年連続 100％（２名）長﨑政直、御子柴文夫 

 無断欠席の管理が思うようにできず反省事項と

なりました。 

２.ニコニコＢＯＸ 

 目標額１３０万円に対して現在 92.2％です。最

終例会でも受付ますのでご協力をお願いします。 

３.親睦関係 

 納涼例会（８月）・３クラブ合同例会（９月）・クリス

マス例会（１２月）・大津中央ＲＣとの交流会を兼ね

たお花見例会（４月）・スポーツ例会（５月）に加え

東北復興支援旅行（１１月）を実施することができ

ました。他に３回の新会員卓話を始め、早朝例会

（６月）を実施致しました。 

４.プログラム立案 

 まだ、最終例会が残っておりますが、各委員会

のご尽力により余り大きな日程変更も無く、当初企

画されたプログラムがスムーズに実施されました。 

以上、力足らずの委員長でしたが、委員会並びに

会員の皆様のご協力により何とか一年間努めさせ 

ていただきました。有り難うございました。 

職業奉仕委員会 

委員長 御子柴文夫 

 ロータリーの会員資

格規定は社会状況の

変化により規定の改定

がなされ、それに伴っ

て「職業奉仕」の捉え

方も曖昧になりました。 

本年度は会長の方針

に基づき、ロータリーの五大奉仕のひとつ「職業

奉仕」の理念を再認識し、高い倫理基準の認識と

実践を委員会事業としました。 

① 会員セミナーを開催し、ロータリーの起こりと歴

史と現状について学びました。例会７/19 

② 人生で培った技能で社会奉仕活動を実践して

いる 西澤敏文翁を「職業顕彰」し、翁を講師

に個人と社会の関わりを学びました。例会10/4 

③ 諏訪圏工業メッセ会場にて メッセ推進本部

長小坂和夫様を講師に、諏訪の産業状況を学

びました。例会 11/15 

④ 司法書士小口洋子様を講師に、次の世代に

思いを託す「遺言」について学びました。例会

1/24 

⑤ 当委員会メンバーが考えを述べさせて頂き、

職業奉仕の理念と実践の参考として頂きました。

例会 2/21 

⑥ 会員健康診断を実施して「健康な身体に健全

な心」を求め、会員の平山医学博士による卓話

を頂きました。例会 3/14 

職業奉仕は個人の持つ職業倫理観に支えられ

るものであり、会員個々が今後も倫理観を高め続

けるためにロータリークラブに存在されることを求

めて報告と致します。  
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社会奉仕委員会 

委員長 海老原十三 

７月１２日 １２７７回例会 

里山整備とは！で

始まった委員会卓話

資料を集めるため地

方事務所へ。官庁関

係の場所は大の苦手。

でも会長の「一歩前

へ」を思い出し勇気を

もって折衝当たり資料集めに成功！！植樹の大

切さ、山と湖の関係を知り勉強になりました。 

８月４日 

「蘇る諏訪湖実行委員会」でＥＭだんごつくり。

４名のロータリアンの参加をいただきました。 

８月１２日 

諏訪湖アダプトプログラムへ参加。ロータリーの

担当地区の清掃後、「諏訪湖クリーンまつり」へ参

加しました。 

８月３０日 １２８３回例会 

東日本大震災支援「東北を買おう」㈲カネサ海

苔店の海苔セット販売 

小林会員による「これから始まる里山整備事業」

の卓話 

１０月１８日 １２９０回例会 

東山田地区里山整備事業報告の遅れのため

内容変更し諏訪湖浄化運動勉強会 

２５周年記念誌をもとに、山崎会員、小口会員

の卓話、渡邊会員から「大和地区里山整備事業

の現状について」報告 

２月１４日 1304回例会 

信大宮原裕一郎教授へ助成金贈呈 

研究生、吉田知可さんによる「諏訪湖における

２枚貝養殖」卓話 

３月２１日 １３０９回例会 

東山田熊野神社周辺の里山整備事業の報告

書を代読 

岩村会員による説明 

５月２６日 １３１８回例会 

和田峠清掃 下中生２４名、先生１名、ロータリ

アン２１名参加。 

下諏訪町内で一番のゴミを回収しました。大変

だった！（長野日報、下諏訪市民新聞に報道され

ました） 

６月２９日 

「ブナの森」鹿の食害防護ネット張りと、熊野神

社周辺の里山整備終了見学会を予定していま

す。 

一年間会員皆様方のご協力を心から感謝いたし

ます。 

国際奉仕委員会 

委員長 渡邊 芳紀（代理長崎副委員長） 

前例会で詳細な事

業報告をさせていただ

きました。 

資料をお配りしてあ

りますので本日は事業

報告を割愛させていた

だきます。 

新世代奉仕委員会 

委員長 太田 淳也 

蒲池会長年度に、

未熟な私が新世代奉

仕委員会の委員長を

仰せつかり一年の月

日が過ぎました。 

思い起こしますと、前

年度の新世代の高林

委員長に様々なご指導を賜り右も左もわからない

私にとっては大変心強かったことを思いだします。 

私個人としましては委員長になったからには、

100％とは言えませんが、出来るだけ例会に出席

をしよう！と心がけてまいりました。 

全 5回の担当例会について 

・9月 6日 長野東ＲC横田一尊直前地区新世代

奉仕委員長と渡辺敬六直前長野東 RC会長をお

迎えしての卓話。 

・11月22日 2600地区ローターアクト委員長の玉

本広人様をお迎えしての卓話。 

・2月28日 社団法人ガールスカウト日本連盟・ガ

ールスカウト長野県第 15団小池敬子団委員長と

河西様（河西幹事の娘さん）をお迎えしての活動

報告 
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・3月28日 富士見中学校 伏見之幸先生をお迎

えしての卓話。 

・5月 23日 下諏訪中学校 林先生をお迎えして

の卓話。 

全ての担当例会に、お客様をお招きしての卓

話になってしまったことは深く反省しております。

また、新世代奉仕委員会のメンバーの皆さんとの

会合や懇親会を開かなかったことを、委員長とし

て深く反省しております。 

クラブ奉仕委員の吉澤委員長との共同でのクリ

スマス例会や社会奉仕委員の海老原委員長との

共同での和田峠清掃については、下諏訪中学校

の生徒さん達と一緒に活動ができて良かったと思

います。 

地区事業への参加については、インターアクト

地区大会（松本）とローターアクト大会（松本）へは

参加させていただきました。 

初めて委員長という大役をさせていただきまし

て、私の力不足で何もできませんでしたRCのメン

バーの一員としては大変勉強になった 1年であっ

たと感じております。これからも RCの諸先輩の皆

様の姿を勉強して少しずつでも自分自身を向上さ

せていきたいと思います。 

雑誌・広報委員会 

委員長 林 洋三 

私たちの委員会は

例会を毎回取材し、例

会の内容をウィークリ

ーを通じて会員の皆

様にお伝えしなけれ

ばならない使命を帯び

ています。 ウィークリ

ーの作成に関しては、皆様のご協力のおかげで

原稿もスムーズに入るようになり、河西会員のご努

力で毎週皆様に配布できております。 

例会は、３回担当させていただきました。 

 本年はわがクラブ初の試みとしてロータリー対外

広報紙の作成を計画いたしました。 

今期の年が改まったころから内容の検討が始ま

りました。当初はウィークリーの中から、主な事業

の記事を選んで広報誌を作るつもりでおりました。

しかし委員会で検討の中、「ロータリーが社会的

に理解を深めていただけるような内容」にすること

になり、紙面は格調高く、内容はわかりやすくとい

う目標で皆で検討を続けてきました。 

その結果今回皆様に配布しました対外向けア

ニュアルレポート（年次報告書）“私たちの活動”と

なりました。 

私と致しましては、非常に良いものができたと自

負いたしております。これは、原稿を依頼した

方々が、快く、そして期限内に素晴らしい原稿を

書いていただいたおかげと深く感謝しています。 

私は今季雑誌広報委員長をお引き受けし、私

の発案であった「ロータリー対外広報誌」作成に

関し、絶大なるご協力をいただいた広報委員会の

皆様、関係した会員や良きパートナーのおかげで、

一年楽しい有意義なロータリーライフを過ごすこと

ができました。 

誠にありがとうございました。 

ＳＡＡ 

ＳＡＡ 高林一紀 

「和やかで 楽しく 

厳粛で品位ある例会」

そんな例会の雰囲気

を作りだすのがSAAの

役目と認識して一年間

務めさせていただきま

した。 

お陰さまで会員皆様のご協力とお支えを頂き

SAA としての役割を何とか果たす事ができました。

本当に有難うございました。 

一年間、会長・幹事さんには 色々と助言を頂

き 助けて頂きました。特にガバナー公式訪問例

会、ガバナー補佐事前訪問例会、外部講師卓話

例会等は失礼の無いように細部にわたり幹事と相

談しながら又会長には都度適切なアドバイスを頂

きました。有難うございました。 

各委員会の担当例会におきましても担当例会

の内容や情報を委員長さんと共有させて頂き円

滑な例会運営に向け大変助かりました。本当に有

難うございました。 

改めて 会員皆様のご協力に 深く感謝しなが

ら、この赤いタスキを置く事が出来そうです。一年

間有難うございました。 


