
 

 

 

 

第 1466 回例会報告          平成２８年７月７日（木）晴れ 

■出席報告 

会 員 数      38 名 
出席対象        36 名 
出席者数     31 名 
出 席 率    86.1％ 
前回修正    91.7％ 

■ニコニコ BOX 

１６名    29,000 円 
累  計   29,000 円 
目標額   60 万円 
達成率    4.8％ 

■今週のことば 
河西会長の新年度の出発を祝して      大澤邦彦 

河西太田丸無事出航！みなさん手を振らずにオールを
漕ぎましょう                   御子柴文夫 

河西丸の船出をお祝いして・・・・・・・・     蒲地整志 

頑張れ河西さん                  平山隆勇 

河西丸の船出を祝って！            吉澤邦雄 

本日第 1 回目の理事会を遅参してしまいました。今後こ
のようなことのないようにｽｹｼﾞｭｰﾙ管理を徹底します。  
                            宮坂英貴 

今年度クラブ奉仕委員長として一年間よろしくお願いしま
す。昨日のゴルフで三村さん、西澤さん、林 さん、お世
話になりました。リベンジします。          望月 勉 

本年よろしくお願いいたします           河西達雄 
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会長挨拶 

会長 河西達雄 

年度の初めに 
先ほど初めての点鐘をさせていただきました。

緊張の一瞬でした。 

今までただ聞き流

していた点鐘も 強

く打つ人、普通に打

つ人、軽く打つ人、

ほとんど聞こえない

ように打つ人さまざ

までした。自主性と

いうものを持たない

私は「普通でいい

か」と思いましたが、

ハタと困りました。

「普通の打ち方ってどうだろう」と考えてしまったの

です。会長になるということは、結構日常を見直す

ことだなとおもいました。 

会長就任に当たり多くの先輩から「会長なんだ

から好きにやればいい。それがリーダーシップと

いうものだ」という励ましというより「しっかりせよ」に

近い言葉をいただきました。多くの後輩から「河西

さんは優しくてなんでもOKしてしまうから、自主性

を発揮して頑張って」と言われました。 

自分はもともとの性格が事務屋ですので、自主

性とかリーダーシップという言葉が最も苦手です。

しかしせっかく与えられて機会ですので「年をとっ

ても人間は変われる」ということに挑戦する１年に

したいと思います。 

さて、ジョン・エフ・ジャーム）ＲＩ会長は、「私たち

がロータリーに集う一番の理由は、「奉仕」であり、

ロータリー全体の発展を望むなら全員が「奉仕」の

もとに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。大切な考

えだと思います。 

もちろんこれは「会員増強をしなくても良い」とい

うことではありません。３２名くらいになってしまっ

た頃より、現在の会員の数は何よりクラブに活気を

もたらします。また小松会計も「メンバーが４０名を

超すと資金の余裕が出ていろいろ事業を組める

んだよな」と常々言っています。 

私は諏訪湖ロータリークラブが大好きです。ここ

に集う皆さんも たまには「ロータリー辞めちゃうか

な」と思うことがあるかもしれませんが基本的には

「このクラブはいいクラブだな」と思い「いいことを
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しているクラブだな」と思っていることと思います。 

諏訪湖ロータリークラブの良さを地元のみなさ

んや色々の団体の方、メンバーの家族方によく知

っていただくこと「公共イメージと認知度の向上」を

本年度の目標に頑張っていきたいと思います。 

どうか、諏訪湖ロータリークラブが素晴らしいクラ

ブとなる１年となりますよう、心からご協力をお願い

いたします。よろしくお願いいたします。 

◇幹事報告◇ 

【報告事項】 

1 本日理事会が行われ、次のように決定しました 

１）例会について 

７月 07 日 木 1466 事業計画発表   会長幹事 

７月 14 日 木 1467 事業計画発表Ⅱ 会長幹事 

７月 21 日 木 1468 南小学校河西校長による卓 

話    青少年奉仕 

７月 21 日 木 1469 夜間家族納涼例会   クラブ

奉仕 

２）ダメゼッタイ募金

活動について 

例年通り２週間募集

をします。受付の席

のほか、例会場でも

募金箱を回しますの

でよろしくお願いし

ます。 

３）事業計画書がで

きました。レターボッ

クスに入っていますのでご確認ください 

４）RI、地区などの負担金納入依頼がいくつも届い

ています。小松会計と相談しながら振り込みを進

めていきます 

５）ロータリーレートはイギリスの EU 離脱による激

変から暫定 102 円となりました 

【連絡事項】 

1）月信の保存用ファイルと、月信７月号が届きまし

た。またロータリーの友も同じくレターボックスに入

っていますのでご確認ください 

2）地区プログラムが８冊届きました。会長、幹事、

会長エレクト用を除いた５冊が余ります。ご入用な

方は幹事までご連絡ください 

【受領文書】 

1）岡谷エコー、諏訪、茅野の各クラブから事業計

画が届きました。 

2）ロータリー財団室ニュース、ロータリー財団コー

ディネーターニュースが届きました。回覧します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今月の誕生日は大澤邦彦会員でした 

第 1466 回例会 

2016-2017 年度事業計画発表 

会長幹事 

【クラブ奉仕委員会】         望月勉委員長 

本年の当委員会の事業計画は事業計画書をご

覧いただければよろしいかと思います。 

一点、個人的な委員長としての抱負を述べさせて

いただきます。 

「こんなロータリー

クラブにしたい」「こ

んなロータリークラブ

なら必ず出席した

い」「こんなロータリ

ークラブが理想だ」

というクラブになるた

めにはメンバー全員

の心がけが重要と思

います。 

お一人おひとりの

中にプライオリティー（優先順位）があるかと思い

ますがその順位をロータリーが高いものになる必

要があります。例会に出ると楽しい、例会に出ると

学びになる、等の充実した例会を実施できるとそ

のプライオリティーも自然と高いものになると思い

ます。 

クラブ奉仕委員会はメンバーの親睦が役割です。

親睦を通して会のプライオリティーを向上させ会

の活性化を目指していきたいです。一年間、よろ

しくお願いいたします。 

【職業奉仕委員会】        平山隆勇委員長 

社会奉仕（国際奉仕を含む）と職業奉仕は、団

体奉仕と個人奉仕と言い換えることができます。ロ
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ータリーの奉仕の在り方については、職業奉仕一

辺倒だった過去とは随分変わってきたと感じてい

る方が少なくないと思います。大規模で効率的な

奉仕活動そして、ロータリーのＰＲになりやすい活

動は何と言っても団体奉仕の方だと思います。 

しかし、ロータリーのアイデンティティーはやはり

『職業奉仕』であるということも事実で、どちらも大

切な奉仕活動であることは言うまでもありません。

分かりにくいといわれる職業奉仕の奉仕対象につ

いては、職業に関る全ての人達（取引先・顧客、

従業員等）だと教えられてきましたが、最近では質

の高い仕事を成し遂げ、職業を通じて社会に貢

献するという表現もされるようになってきました。 

一方で「職業奉仕は職業倫理を高めることだ」と

よく言われています。この言葉は説得力があり、耳

当たりもよいのですが、このお題目を唱えている

だけでは具体的にどうすれば良いのかが見えて

きません。 

そこで今期の職業奉仕委員会としては、会員の

皆さんに『私の職業奉仕』を考えて頂きたいので

す。現在実践している職業奉仕でも、今後やって

みたいと思っている職業奉仕でも結構ですので、

例会で会員の皆さんに『私の職業奉仕』をお話し

頂きたいのです。そうすれば「職業奉仕とは何で

あるか」を皆が考える機会になりますし、それを聞

いた他の会員もご自分の職業奉仕を考える上で

のヒントになると思います。そして、ある程度ご自

分の職業奉仕がどういうものかを固めたところで、

もう一仕事して頂きたいのです。それは、私が考

えていると言うより、地区からの要請でもあるので

すが、中学生や高校生に対する出前講座（奉仕

の精神を持って働くことの大切さを教え、将来の

人材を育てるための講座）の講師として、どうして

今の職業を選んだか、ご自分の職業の面白さや

厳しさ等を話して頂き、その中でさりげなく「ロータ

リーの職業奉仕」を若い世代に披露していただけ

れば、この上ないロータリー活動のＰＲになるので

はないかと考えています。 

以上の様な活動を考えておりますので、会員の

皆様には是非ともご協力をお願いしたいと思いま

す。 

【社会奉仕委員会】        長﨑政直委員長 

会長指針の重点事業として「社会奉仕事業の継

続実施と将来像の構築」が掲げられています。こ

の指針に沿って事業計画を立てました。 

 当クラブは創立

以来諏訪湖浄化

をテーマに今日ま

で社会奉仕委員

会の主要テーマと

して営々と続けて

まいりました。諏訪

湖浄化事業に関し

て、クラブ創設以

来の経過をフロー

チャート風に整理しておきました。様々な事業が

なされ、中にはそろそろやめてよいのではないか

という事業もあります。本年は、前年同様の活動を

してまいりますが、是非それぞれの事業にご参加

いただき、体験されて判断いただきたいと思いま

す。詳細はクラブ計画書をご覧ください。 

 中では、１９期頃に企てられた「諏訪湖塾」事業

として、諏訪湖の生態研究や諏訪湖に関わっての

地勢・自然及び住民生活等既存資料の収集と整

理をしてまいります。この事業の狙いは、＊諏訪

湖及び諏訪湖浄化への関心喚起→地域住民の

浄化活動への取り組み促進と＊下諏訪中学校・

高島小学校の学習支援です。また、この事業は３

５周年記念事業に向けての中期事業として意識し

ています。 

 加えて、東日本大震災復興支援事業ですが、震

災後数年間、クラブ重点事業として掲げられなが

ら、５年が経過し、関心が薄れ始め、あの時の想

いを忘れ始めているようにも見えます。再度、関

心を喚起しようと事業設定しました。 

 会員の皆さんのご理解とご参加、ご協力をお願

いします。 

 


