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第 1494 回例会報告
会長挨拶
会長 河西達雄

ロータリーを知らしめる
先日事務局へ１本の電話が入りました。いわく
「私はロータリアンですが IM で講演する野口さん
を選んだのは、どのような理由からでしょうか」とい
うものでした。一瞬身構えてしまいました。野口さ
んの人選に不満でクレームをつけてきたのかなと
思ったわけです。
良く話をお聞きしますと、協力雇用主会に関係
する方のようでした。そこで諏訪湖ロータリークラ
ブの小林聖仁会員推薦により実現したとお話しし
ました。すると大変驚いて、「小林会員には一昨日
も長野でお会いしました。以前からよく存じており
ますが、まさかロータリアンとは思いませんでした。
協力雇用主会のような会合ではお互いにロータリ
アンであることを表明することはありませんの
で・・・すでに３回ほど野口さんのお話を聞いてい
ますがぜひ２６日仲間とお伺いします。」とお話し
していました。
大変ありがたいお話で電話をきりましたが、その
後少し考えさせられてしまいました。年に何回か
お会いする方で、しかもお会いするのがボランテ
ィアの団体の席上でも、自分がロータリアンである
ことを表明するのは結構勇気のいることかもしれ
ないと思ったわけです。
ロータリアンとしての「陰徳」という言葉を聞いた
■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
37 名
37 名
29 名
80.6％
88.9％

１名
累 計
目標額
達成率

1,000 円
368,300 円
60 万円
61.4％
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平成２９年２月２３日（木）雨のち晴
ことがあります。ロータリアンンは、ロータリアンで
あることを秘して、陰ながら良いことをすると言う意
味のようです。
それは確かになんとなくかっこいい振る舞いで
すが、はじめからロータリアンですと表明できれば
なおロータリーの価値を上げることができるような
気がします。
気後れせずに胸を張ってロータリアンと表明で
きるよう精進したいと考えています。

◇幹事報告◇
【理事会報告】
１）例会予定
月

日 回数

内容

担当

2

1496 健康診断と会員卓話

職業奉仕

9

1497 青少年奉仕委員会

青少年奉仕

16 1498

水と衛生月間にちなんで・セブへ井
戸寄付の経験

クラブ会報

小松孝弘会員卓話
３月
諏訪湖塾
23 1499 諏訪湖にかかわる基礎的知識

社会奉仕

博物館小口先生 外部講師卓話
29
４月

6

休会
1500 留学生グレンドリヌさん卓話

国際奉仕

２）青少年基金補助金の件
実施日時に若干の食い違いができましたが、ロー
■今週のことば
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タリー２６００地区から承認され１５万円の資金が交
付されます。
社会奉仕委員会と提案者の萩田会員とで話し合
いのうえ実行に移します。
３）手続要覧の件
次年度理事にお配りいたします。
４）RIJYEC 承認の件
加入を承認しました。
５）ガバナー月信原稿の件
髙林国際奉仕委員長に依頼しました。４月号に記
載となります
6）ロータリーレートの件
３月は１１６円です
７）交換留学生の件
ホストファミリーが森山広会員から小口直久会員
になりました。ご苦労かけますがよろしくお願いい
たします。
今後は多く例会に参加していただきます

NO.1494

第 1494 回例会
ＩＭ前夜・各部会の準備状況の報告
担当 ＩＭ)実行委員会
ＩＭ実行委員長 三村昌暉
【２０１６～２０１７諏訪グループＩＭ】
★日時２０１７．２．２６．(日)
★場所ライフプラザマリオ岡谷市長地権現町
★ＩＭ実行委員会スタッフ
委員長 三村昌暉 副委員長 髙山巖 全理事
ガバナー補佐事務局 事務局長 吉澤邦雄 副
事務局長 小口直久 事務局員 髙山巖 宮坂健
宮坂英貴

８）米山奨学生受け入れクラブの件
カウンセラー希望の方は幹事までご連絡ください
【連絡事項】
１）河川アダプとプログラムの件の連絡がありまし
た。社会奉仕委員会に付託します
２）会長エレクト研修会（ＰＥＴＳ）の連絡が来ました。
髙山エレクトご苦労様です
３）美しい環境・・・・の事務室が移転しました。回
覧します
４）ＲＩＪＹＥＣから交換留学生研究会の連絡が来ま
した。
【受領文書】
１）ハイライト米山が届きました。

留学生来訪
グレンドリヌさんが
２カ月ぶりに来訪
していただきまし
た。相変わらずの
はにかみやさんで
すが、ずいぶんと
慣れ日本語の 理
解も大変上達しま
した。
３分間スピーチをしていただきました

はじめに大澤ガバナー補佐に挨拶をいただき、
三村昌暉 IM 実行委員長の総合司会で進行いた
しました
★各部会報告
●総務・渉外・会場部会
○部会長 平山隆勇・長崎政直
①会場設営
セレモニー壇上席と席札作成
エレクトーン演奏の手配
セレモニー及び本会議の会場席の座席指定と席
札作成
各クラブごとの座席指
定とクラブ名の看板作
成
講演のプロジェクタ
ー・音響・野口氏より依
頼のビデオ放映の手
配
会員席と一般席のす
みわけ方法。椅子の色で分ける。
②各種看板・演題ビラの手配
③来賓・講演者のリボン手配・座席指定の席札作
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成
④マイクロバス手配下諏訪駅⇔会場シャトルバス
マリオのバス活用
下諏訪駅
来る下り 12:20 着
来る上り 12:29 着
帰る上り 18:44 発
帰る下り 18:56 発
⑤記録係ビデオ撮影等
⑥事業報告書作成
●講師担当部会
○部会長 宮坂英貴・北原厚子
①ＰＲ用リーフレット作成
②当日配布パンフレット作製
③講師送り迎え
前日来訪（上諏訪駅 17:22 到着）の野口義弘氏を
上諏訪駅から紅やへ案内
当日、野口講師を紅
やから会場へ案内。
途中ミニ観光の実施。
北原厚子
懇親会後、紅や へ
送る。翌日、松本空
港へ案内。(諏訪交
通利用)
2 月 27 日松本空港
13:15 福岡行に搭乗。12 時松本空港到着
于咏氏は、愛知ロータリーＥクラブの小山陽三氏
が送迎。
④駐車場のスペース不足を想定し、東洋技研専
用駐車場(60 台)を借用。
急遽、駐車場係が必要になった為、宮坂英貴をキ
ャップに森山広・宮澤孝良・小笠原仁で駐車場係
を結成。
●懇親会・友愛の広場部会
○部会長望月勉・髙林一紀
①懇親会会場手配
②懇親会料理・飲み
物手配
③懇親会の席分け
方法
座席指定 25 名席札
作成座席指定者以
外の参加者のテー
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ブルクジの作成と各クラブごとのクジ箱の作成
④友愛の広場会場設営
⑤友愛の広場飲み物・菓子類の手配と購入
⑥友愛の広場お手伝いの会員婦人の依頼と手配
●当日、準備の担当者集合時間は、午前１１時と
し、昼食を用意する。
集合者は３０名。昼食はサンドイッチの盛り合わ
せとする。
●太田幹事は、諏訪湖クラブのたすきと、国旗・ロ
ータリー旗の手配と搬入。
ゴングは、マリオの物を借用。
以上の報告があり、当日を待つのみとなった。
心配事は天気のみ。

１４９５号の発行について
IM 当日のウィークリーは、記
事、写真類とも未整理のため
２週遅れて３月中旬の発行に
なります。
ご承知おきください

