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第 1458 回例会報告
会長挨拶
会長 御子柴文夫
状況を検めて
ロータリーを楽しみましょう。
本日は次年度による基本方針等の発表がなされ
ます。来年 6 月までの日程計画が固まっていくこと
となります。
長い期間の予定を持っている人ほど若々しいと聞
いた事があります。期待を持って次年度の取り組
みをお聞きし、予定を決めましょう。
さて 御柱祭で盛り上がっている諏訪地方です。
先日、上社の里引きが終了しました。下社の里引
きは 14 日から始まります。
永年に亘り農業の国であった諏訪地方が 祭りと
農作業の時期をどのように調整していたのか気に
かかります。
戦国時代は農繁期を迎えると戦いをやめて農作
業に戻ったとの記録があります。
御柱祭も農作業の始まる前の寒い間に終わって
いたと思われます。
5 月の初めに立春から 88 日目を迎えました。お茶
どころでは新茶の茶摘み最盛期です。
私も家庭菜園を行っており土曜日と日曜日が農作
頃出席報告
会 員 数
出席対象
出席者数
出 席 率
前回修正

■ニコニコ BOX
38 名
36 名
29 名
76.3％
88.9％

１２名
累 計
目標額
達成率

36,000 円
479,000 円
60 万円
79.8％

■今週のことば（続き）
一人の女性と半世紀生きてきました。これはまさに奇跡で
す。
溝口幸二

NO.1458

平成２８年５月１２日（木）晴
業の日となるため 5 月の連休に野菜の苗を植え
てしまいたいのですが 諏訪の地はまだ遅霜が心
配な時期です。
休みに合わせて購入した苗を畑に植え付けたの
に霜にやられ 再度購入して植え直すという痛い
経験をした方が多数おられます。
3 年前 5 月 15 日頃の遅霜で せっかく植えた苗を
枯らし再度の植え直しとなりました。苗の代金も結
構かかりました。できた野菜を買った方が安いか
もしれませんが 農業の作業も娯楽となり精神安
定剤となります。
云い伝えられている言葉があります。「八十八夜
の別れ霜、九十九夜の泣き霜」という言葉です。
先達の思いを全て表現しております。
九十九夜は下社の里引きの前日頃となります。
物をなす時は 人の都合で決めるのではなく過去
を参考に決めて行くことが必要です。当クラブの
活動も 当方の都合で決めるだけでなく 関係す
るいろいろな要因と調整して決められて行くことと
思います。私共を引っ張る次年度の方々のご活
躍をお祈り申し上げます。但し、社会情勢も混沌と
しておりますし気候も乱れており 過去の経験から
外れることが多くなっております。ロータリー活動
も大きく変わっていくかもしれません。情報を共有
して新たにロータリーを楽しみましょう。
■今週のことば
本日話をさせていただきます。よろしくお願いします。
河西達雄
覚えていますか。盲目のグローリー・ベス・ダー。見事不
動産関係の国家資格を取り、通常の会社で優秀な成績
で働いています。溝口先生おめでとう。
長﨑政直
この貴重なお金は、ニコニコボックスの皆さんの気の毒
そうな顔を見たからです。ニコボックスに協力してやって
ください。
渡邊芳紀
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◇幹事報告◇
【報告事項】
１.小林聖仁会員より病気お見舞い御礼のあいさ
つが届いております。回覧しますのでご一読くだ
さい
2. 熊本震災義援金の募金をお願いします
【連絡事項】
1.ロータリー財団の今一層の努力をお願いする文
書が届きました
２．ソウル国際大会に関するいくつかの連絡が来
ていますが、参加者がいないと思われますので割
愛します
3.2016-2017RLI 参加、2016-2017 会員増強セミナ
ー、ガールスカウト第１５団の入団式、下諏訪町諏
訪湖浄化連絡協議会の総会などの出席要請が来
ました。担当部署に回します。
【受領文書】
１.ロータリ親睦活動リソースのご案内が来ていま
す。必要な方は事務局まで
２.財団ニュースが届いています。回覧します。
3.諏訪グループウィークリーが電子化に伴い郵送
されてこなくなりました。

◇委員会報告◇
【社会奉仕委員会】
１．和田峠清掃は、事情により日時５月２９日６時５
０分、集合場所赤砂崎駐車場となりました。出欠席
の再確認を本例会でいたします。
2.６月１８日午前７時５０分里山整備になります。改
めて連絡します。
【国際奉仕委員会】
引き続き鍵盤ハーモニカの清掃にご協力ください

海老原十三会員、宮沢孝良会員
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うれしい報告
私たちがその就学に協力してきたフィリピンの
盲目の女性グローリー・ベス・ダーからうれしい便
りが届きました。
猛烈な彼女の努力により、フィリピンの不動産
関係の 国家資格
を取得し、通常の
会社に勤務するこ
とができました。そ
して会社の仕事の
中でトップセール
スとして手腕を発
揮し社員で最高の
成績を収めて表彰
されることも数度に及んでいるとのことです。
フィリピンの視覚障害者のパイオニアとして活
躍しているとの便りに「支援した者としてこれ以上
の喜びはありません」と溝口幸二会員から報告が
ありました。

第 1458 回例会
会長エレクト 河西達雄

次年度基本方針
Jhon F.Germ ＲＩ会長は、ＲＩのテーマを「人類に
奉 仕 す る ロ ー タ リ ー 」 ROTARY SERVING
HUMANITY といたしました。私たちが集う一番の
理由は、「奉仕」であり、人類への奉仕はロータリ
ー の 主な 存在理
由であり、奉仕を
行う最善の道はロ
ータリー会員にな
ることです。そして
ロータリー全体の
発展を望むなら全
員が同じ方向に進
まなければなりま
せん。会員の増強だけでは十分ではありません。
私たちが目指すのは、単にロータリアンの数を増
やすことではなく、ロータリーによる善き活動をより
多く実現させ、将来にロータリーのリーダーとなれ
るロータリアンを増やすことです」と言っています。
第２６００地区原拓男エレクトは、標語を「Basic
＆New!」とし、ＲＩ会長エレクトの指針に従ったうえ
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で、四つのテストの三番目の「好意と友情を深める
か」を大事にしクラブ内の融和を基にクラブ全員
が同じ方向に進むことを求めています。そのため
行動指針を「長所を認め合い絆を深めよう」と定め
ました。
ＲＩ・地区によって示された目標や重点事業を着
実にこなすことはロータリーとして最低限守るべき
ことですが、そうした目標や重点事業とは別に、Ｒ
Ｉ・地区ともに大切にするように力説している「公共
イメージと認知度の向上」です。
諏訪湖ロータリークラブはこの３２年間の先輩方
が築き上げ、現会員の皆様が支えている素晴らし
いクラブだと心より思っています。しかし地元のみ
なさんにお聞きすると「ロータリークラブって何？」
とよく聞かれます。また会員の勧誘に行っても「何
をしている団体」とも聞かれます。
「諏訪湖ロータリークラブ」を多くの方によく知っ
ていただくこと、「公共イメージと認知度の向上」を
次年度の方針の基本に置きたいと考えています。
認知度を上げるために、新たな事業を起こす必
要はありません。今年行った例会や、奉仕の数々
を思い起こせば、いかに多彩な奉仕と勉強を行っ
ているかお分かりいただけます。もちろん本年通
りの活動を来年も繰り返せば良いという意味では
ありません。委員長さんをはじめとする新しい切り
口も大いに期待するところですが、大切なのは奉
仕事業の数々を、誇りをもって「諏訪湖ロータリー
の行い」として口に出して言う姿勢、地域の方に理
解していただく努力が大切だと思います。
一方こうした対外的な「公共イメージと認知度の
向上」のほかにロータリークラブの会員相互や家
族に対するロータリーのイメージの向上と認知度
の向上も大切だと考えます。
私たちが日常行っている「職業奉仕」の考えか
たをロータリーの仲間と深く共有し皆で同じ方向を
向けたらと思います。もちろん同じロータリアンで
も奉仕に関する考えに差異はありますので簡単に
同じ方向を向くのは難しいと思いますが、実践し
た奉仕のことや勉強した例会のことを会員同士や
家族の方と話せる機会自ら増やし対内的なロータ
リーのイメージの向上に努力したいと考えます。
奉仕と同様に親睦活動もお互いと家族が理解
しあう大切な機会と積極的にとらえ活用していけ
たら考えます。
こうした努力が「ロータリーによる善き活動をより
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多く実現させ、将来にロータリーのリーダーとなれ
るロータリアンを増やすこと」となり新たな会員の
増強のきっかけになると信じます。
最後にＲＩ・地区は猛烈な勢いでＩＴ化に邁進し
ています。何でもＩＴ化というのはどうかとも思うの
ですが、地区やＲＩとの連絡はまもなくすべてＩＴ化
されます。メールによる文書、写真の送受信を超
え入退会や寄付金など各種登録や膨大な量の文
書配布でさえもクラウドを使うなどＩＴ化されます。
私は諏訪湖ロータリー内の連絡はＦＡＸが一番
良いと思うのですが、ＲＩ、地区への各種登録、連
絡の IT 対応は、どうすべきなのか、事務局の対応
範囲やすべきことを踏まえ若い方を中心にした研
究を進めたいと思います。
一年間よろしくお願いいたします。
基本方針
1.諏訪湖ロータリークラブの公共イメージと認知度
の向上に努力する
2.ロータリーによる良い活動をより多く実現させ、
将来にロータリーのリーダーとなれるロータリアン
を増やすことに努める。
3.ＩＴ化の推進を図る
重点事業
会員２名純増
ＩＭの実施と成功
社会奉仕事業の継続実施と将来像の構築

幹事挨拶
幹事予定者 太田淳也
会長を助け、この諏訪
湖ロータリーがより良い
クラブになりますように一
生懸命努力します。
知らないことばかりで
大変心配ですが、どうか
よろしくお願いいたしま
す。

