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第 1419 回例会報告
会長挨拶
会長 御子柴文夫

第３１期 基本方針
思いが言葉をつくる。
言葉が信念を育くむ。
信念が行動となる。
行動が未来をつくる。
未来の評価は今の思
いが原点です。
思いは経験・情報・判
断・解析・思考等により育
くまれます。
ロータリークラブの会
合は色々な人生を歩んだ方々にお会い出来ま
す。
当クラブ内でも創立から 30 余年在籍されている
重鎮並びに新たに最近入会された新会員まで
色々な思いに出会えます。
クラブ活動は 色々な思いをお聞きし、思いを
育て、行動する修練の場に出来ます。
当クラブ３０年余の歩みの価値を踏みしめ、思
■出席報告
会 員 数
出席対象
出席者数
出 席 率
前回修正

39 名
37 名
35 名
94.6％
89.2％
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平成２７年７月２日（木）晴れ
いを研ぎ澄まし、皆様共々未来を切り開く所存で
す。
基本方針として次の 4 点を掲げました。
1. 過去を振り返り、過去を尊重し、未来を見据
えて新たな歩みを始める。
2. 当会の状況を会員が共有し、変革に挑戦す
る。
3. 会員が和気藹々と同じ時を共有することに努
める。
4. 35 周年の姿を想定して、事業の構築と組織の
構築に努める。
各委員会を率いて事業活動する委員長共々
楽しい 1 年間を過ごせるように、西澤幹事と共に
運営に努めて参ります。
ロータリー活動を楽しんで社会と係わり、人生
の糧としましょう。

◇幹事報告◇
【理事会報告】
7 月度理事会が 7 月 2 日に開催され次の通り決定
致しました。
１）7 月度例会について
7 月 2 日 1419 回
会長・幹事

■ニコニコ BOX

■今週のことば

２０名
累 計
目標額
達成率

７月１６日７４歳誕生日です。湖浜の裕次郎「我が人生

39,000 円
39,000 円
60 万円
6.5％

に悔いなし」のごとく生きたいです。

大澤邦彦

退院できました。

宮坂陽子

今後とも宜しくお願いします。

今井高志

新年度の船出（御子柴丸）を祝って。それからなでしこジャパン決勝がんばれ！！Mrs 福島さん（旧姓市川さん）おめ
でとう、お幸せに
近江誠一
前年度ホーム１００％出席できました。本年も健康に気を付け頑張ります
御子柴丸の門出を祝って

御子柴文夫
蒲地整志、吉澤邦雄

３１年目の諏訪湖ロータリークラブ。御子柴会長、西澤幹事 絶妙なコンビで頑張ってください。期待しています。
溝口幸二
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新会員入会式 今井高志君
会長幹事挨拶
委員会事業計画クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉
仕、SAA、会計
７月 9 日 1420 回
会長・幹事
新会員入会式 宮澤孝良君
委員会事業報告 国際奉仕、青少年奉仕、クラ
ブ会報・雑誌広報、会長エレクト・副幹事
７月 16 日 1421 回
青少年奉仕委員会
ものづくり支援センター理事長小林秀年様卓
話（下諏訪商工会議所副会頭、(株)イングスシ
ナノ代表取締役
7 月 23 日 1242 回
社会奉仕委員会
下諏訪消防団中村祐則団長卓話
７月３０日休会
２）新会員候補告知
宮澤会計事務所所属税理士、宮澤孝良さんが
新会員として理事会で承認されました
異議のある方は細則第 13 条 5 節に基づき本日
より 7 日以内に理由を記した書面をもって幹事西
澤まで申し出下さい。
３）片倉隆幸さんは仕事
の都合上本年度の出席
が困難なため入会を延
期しました。
４）２０１５～２０１６年度
の地区大会の案内が来
ています
５）２６００地区 RLIPart１について成山秀幸会員が
参加します。
６）7 月 12 日（日）6 時 45 分から諏訪湖清掃を行い
ます多くの方の参加をお願いします。
７）31 期クラブ計画書が出来ました各間違いなど
有りましたら幹事西澤まで報告をお願いします。
【受領文書】
１）大津中央ロータリークラブからウイークリーが届
いています。
２）宮坂俊文諏訪市副市長からの就任挨拶文が届
いています。
３）八剣山甲立寺住職小林聖仁様より近火見舞い
の御礼が届きました
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新会員入会式

今井高志新会員の入会式が行われました。
ロータリーバッチと四つのテストをお贈りしました。
よろしくお願いいたします
-----------------------------------------

第 1419 回例会
会長幹事

第３１期事業計画発表
クラブ会報委員会

小口直久委員長

事業計画書以外の補足事項を説明します
【出 席】
1. 出席された会員
を、気持ちよくお迎
えします
2. メーキャップ対象
の全ての行事につ
いて、積極的に参加
を呼びかけます
3. 対外的なメーキ
ャップを企画し参加
を促します
4. 無断欠席がなくなるように、出欠席の確認を徹
底します
-----------------------------------------

Happy birthday

大澤邦彦会員
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5. 例会終了後、翌週のプログラム案内・出席確
認の FAX を送付しますので、欠席される方につ
いては、必ず事務局にご連絡願います
【ニコニコ BOX】
1. ニコニコ BOX にご寄付いただいた際には、感
謝の言葉「ありがとうございます」で伝えます
2. メッセージボードの設置
○ようこそ！諏訪湖ロータリークラブへ！！
○当日のプログラム
○おめでとう！
☆誕生日 ☆結婚記念日
○お知らせ
○ニコニコ BOX コメントの貼付
○行事等の写真貼付
3. 年間を通じて、ユーモア溢れるコメントをいた
だいた会員に、ニコニコ BO 大賞を贈呈します♪
【親睦事業】
1. 納涼会（夜間家族例会）
2. 親睦旅行
○日時
11 月 21 日（土）～22 日（日）
※詳細につきましては近々に発表します！ 楽し
みにお待ちください♪
３.プログラム立案
席替え例会
年間５回、各委員会担当時に実
施し、委員会で提案いただいたロータリー全般に
関わることを議題として、席ごとに語り合ってもらう
蒲地整志委員長

今年度会長方針に基づき、会員の想いが他の
会員に伝わるよう
① ロータリーの理念
② 温故知新（故きを
温ねて新しきを知る）
の精神でロータリーの
歴史を学ぶ
上記①②をモットー
に委員会活動を行い
たいと思います。
会員の増強につきま
しては、純増２名を目指します。
社会奉仕委員会

萩田均委員長

社会奉仕として環境に対して何らかの一石を投
ずる時、そこには副作用にも似た反動を生む可能
性を秘めています。それをなくすために十分な調
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査研究、掘り下げた討論により事業を企画するこ
とと、多くの方の協力により未来につなげ、それら
を実施すべきものです。本年は、調査研究のため
に水中酸素濃度計を１０台、長野県に寄贈してそ
の研究をもとに、諏訪湖浄化の方向を研究しま
す。
また、環境問題をより
良くし未来につなげるた
めに、里山整備、和田峠
清掃、昨年実施した周年
事業の諏訪湖清掃と同
様に、ガールスカウト、
中学生、小学生、そして
その保護者を対象に、
環境について考えてい
ただき、未来につなげる社会奉仕を青少年奉仕
委員会と共に 11 月 1 日(日)に実施を予定していま
す。
これからの予定として 7 月 12 日(日)AM6 時 45
分下諏訪諏訪湖博物館集合において、に湖浄連
と共に諏訪湖清掃を実施します。来月 8 月 9 日
(日)下諏訪みずべ公園集合において、湖浄連の
諏訪湖クリーン祭に参加を予定しています。さわ
やかな奉仕を共によろしくお願いします。
ＳＡＡ

職業奉仕委員会
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長崎政直ＳＡＡ

SAA の本来の任務は、ロータリークラブの例会
等、様々な会合において、気品を保たせ、集中と
緊張を促すことにあります。加えて当クラブでは会
合等の進行役を務めることになっています。前期
SAA 三村さんのまとめ
てくれた任務を正しく
継承し、例会の品位を
守りつつ和やかな進
行に努めます。尚、
SAA プログラムとして、
かつても行われていた
会員によるショートスピ
ーチを復活します。例
会においてひたすらお話を聞くばかりではなく仲
間に向かってメッセージを発する機会を持ち、会
員の相互理解を計ろうという目論みです。依頼を
受けたら快くお引き受けいただきたくお願い申し
上げます。
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例会中の私語に対する警告や例会場における
秩序を乱す行為への警告等は一流のロータリア
ンである皆さんには必要ないでしょう。
最後に早退・遅刻の承認及び許可も任務です。
そのような場合には、あらかじめその旨お知らせ
いただきたいことと、退出する時は、出口にて一
礼をしていただければ、品位の向上につながると
思います。
一年間、精いっぱい努めます。ご協力をよろしく
お願いいたします
会計

小松孝弘会計

会計の役職が４年目となりました。
役務としてはクラブ細則、クラブ内規及びクラブ会
計内規にそって事務処理を遂行してまいります。
予算の収入の殆んどは年会費で賄われておりま
す。年会費はクラブ
細則で期首の７月末
日および１月末日迄
と毎月自動振替での
納入と決められてお
ります。近年は全額
を納入して戴く方が
多数となりました。
会計と致しましては
大変ありがたい事です。今後も御協力をお願い致
します。
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探し物をしています!!
クラブ会報・雑誌広報員会では新しい試
みとして Facebook（フェイスブック）の活用
を考えています。ところが宮坂委員長がチ
ェックしたところ、すでに諏訪湖ロータリー
クラブのＦａｃｅｂｏｏｋのアカウントが取得さ
れていました。また実際にクラブ会員によ
り２、３投稿もされています。
しかし、だれが取得したのか、パスワー
ドは何なのかわからず困っています。
情報をお持ちの方宮坂英貴クラブ会報
雑誌広報委員長までご連絡ください

諏訪湖清掃のお知らせ
７月１２日午前６時４５分
下諏訪博物館前集合
アダプトプログラム・湖浄連の諏訪湖清掃に参加

参加はメーキャップになります

