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会⾧挨拶    会⾧ 髙山 巖

 こんにちは。
　本日のお客様をご紹介申し上げます。岡
谷市長今井竜吾様です。
　下諏訪町から見れば、羨ましいほどの施
策を次々と発表され、素晴らしい行政手腕
に感心しております。今日はまたどのよう
な一手が発表されるのか、楽しみです。
 久しぶりに雪を見ました。

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥロータリー：変化をもたらす
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SUWAKO　ROTARY　CLUB　WEEKLY Ｎｏ.1544

ＲＩ　2600　地区諏訪グループ 会長/髙山 巖 幹事/小口 直久

　　　　　　　　☆幹事報告
【報告事項】
1  国際ロータリーの信任状が届きまし

た。
　世界大会へ出席する方がいれば委任した
いと思います。もしいない時は国際ロータ
リー第2600地区2017－2018年度ガバナーエ

レクト伊藤雅基様に委任いたします。
2　戸倉上山田ロータリークラブ、小諸
ロータリークラブ、小諸浅間ロータリーク
ラブより事務所移転の案内が来ました。回

覧します。

【連絡事項】
1　月信が届きました。レターボックスを

ご覧ください。
2　米山梅吉記念館から、春季例祭の案
内、賛助会入会の案内が届きました。回覧

します。
3　諏訪商工会議所より、4月20日に行われ
る会員観桜会の案内が届きました。会長と

協議の上、対応させていただきます
4　一般財団法人比国育英会バギオ基金よ
り、バギオ基金維持後援者の渡邊会員あて
に寄付金のお願いが来ております。渡邊会

員にお渡しします。
5　新入会員の片倉久尚会員の入会式を4月

5日に行います。

【受領文書】
1 第29回RYLA in UEDAの報告書が届きまし
た。回覧します。

蝋梅　小林会員より

 きれいに言えば“なごり雪”となりますが、ほんの少しゴルフ
をたしなむ私の経験では、彼岸前後はいつも雪に見舞われ、「今
年こそやるぞ」と念じた、せっかくの意気込みが削がれてしまい
ます。
　先ほど、国際奉仕委員長と一緒に、下諏訪中学校に出向き、鍵
盤ハーモニカの贈呈を受けて参りました。今回は、下中生徒会が
自発的に下中生徒全員を対象に働きかけを行い、鍵盤ハーモニカ
を集めていただきました。このような形で奉仕活動が浸透してい
ければ、私たちのセブへの奉仕事業もやがて大きく実を結ぶもの
と大変うれしく感動しました。担当していただいた顧問の先生
も、生徒会の子供達も卒業期を迎え、入れ替わってしまうものと
思われますが、“奉仕”の精神だけは引き継いでいっていただけ
ればと願っております。
中国・周近平(シージンピン)国家主席の絶対的指導者、ロシア・
プーチン大統領の強権国家、アメリカトランプ大統領の自国第一
主義等、海を隔てた近隣大国の指導者は、総じて独裁色が強く
なってきています。近くでは、韓国ムン大統領の主導によって、
韓国と北朝鮮およびアメリカによる３国首脳会談の準備が進んで
いたり、国際政治は大きく動きつつあります。

会員数 37人 5名 13,000円 今井竜吾 岡谷市長様、本日は、御多用なところ
出席対象 37人 累計 344,000円 お越しいただき誠にありがとうございます。
出席者数 31人 目標額 60万円
出席率 83.8% 達成率 57.3%
前回修正 83.8%
　♪今週のことば～続き～

素晴らしいお話しをお願い申し上げます。 髙山 巌
岡谷市長より沢山ニコBOXへ頂きました。
ありがとうございました。

♪出席報告 ♪ニコニコＢＯＸ ♪今週のことば
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会長挨拶　続き

下諏訪中学校鍵盤
ハーモニカ贈呈式

会長挨拶　続き

首長卓話　今井竜吾岡谷市長

　翻がえるに、日本では、長期安定政権を目ざしていた安倍
首相は、客観的に見れば取るに足らない、内輪のトラブルか
ら自滅しようとしています。我が国は、ますます国際社会か
らおいて行かれようとしています。これでいいのか日本！！
　せめて諏訪地域の政治活動においては、今井市長の先導的
手腕に大いにご期待申し上げます。
　ありがとうございました。

今月結婚記念日の皆さん

　事業では、諏訪圏６市町村の地域資源を
最大限に活用し、地域の特色である高度な
精密加工技術の更なる高度化を図る「提案
型技術者」の育成を目的に実施しておりま
す。
そして、新規成長産業分野と呼ばれている
　・航空・宇宙関連分野
　・健康・医療・福祉関連分野
などの、高付加価値な産業分野へ進出し、
所得水準の高い仕事の獲得と、諏訪地域の
ブランド化を目指しております。

　また、プロジェクトでは、諏訪地域の子
どもたちへの人材育成の一環といたしまし
て、２年前から諏訪清陵高校付属中学校２
年生８０名に対して、プロジェクトメン
バーによる講演会、座談会を開催しており
ます。
　先生からは、「自分の生まれ育った地域
には、夢や魅力があることをこの勉強会を
通じて知ってもらい、生徒たちが学業を終
えたら、Ｕターンを考えてほしい」という
意図があると、継続して授業を実施してい
ただいております。
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左の写真は医療現場の課題解決に向けて検
討をする諏訪赤十字病院分科会の様子で
す。
　平成２９年度は４回の分科会を開催いた
しました。
　右の写真は医療・ヘルスケア機器推進研
究会の様子であります。
　月２回のペースで開催しております。
また、この事業では、諏訪赤十字病院や富
士見高原病院などから収集した課題やニー
ズについて、研究会で、製品化に向けて興
味を示す企業の参加を募り、それぞれ保有
する技術を持つ企業が連携する中で、試作
など製品化に向けた取り組みを行っており
ます。
　この３つ事業を通じて、ＪＡＸＡからの
部品加工の受注や医療分野での高付加価値
製品・商品、新技術等の開発において、既
に成果が出てきております。
　左側の新聞記事は、「ＳＵＷＡ小型ロ
ケットプロジェクト」を通じて、諏訪市内
企業（太陽工業）と信州大学の研究グルー
プがＣＦＲＰとアルミニウムを強固に接合
する技術を開発した記事であります。
　昨年、紹介させていただきました「球乗
り型電動車いす」、　一球（いっきゅう）
さんは、現在、岡谷市内企業（イデアシス
テム）で、改良を続けており、海外での展
示会に出展する予定です。
　点滴クリップは、下諏訪町内企業
（フィット）と諏訪赤十字病院が共同開発
し、製品化されております。
このほか、高付加価値製品・商品、新技術
等の開発については、積極的に取り組む企
業に対して、各市町村で、開発支援をさせ
ていただいております。
　この写真は、岡谷市内企業の新技術、新
製品等の開発支援をさせていただいたもの
であります。
この「諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブラ
ンド創造事業」は、
　平成２７年度から平成３１年度までの５
年間の計画により、実施する予定でありま
す。
　今年度は、３年目でありますが、この事
業に参加している諏訪圏６市町村の若手技
術者が、新たな諏訪地域のものづくりを創
生してくれるものと思っております。
　この事業により、諏訪圏域の雇用の増
加、生産性の向上を図り、諏訪圏域の人口
減少と、経済縮小という課題を克服し、諏
訪圏６市町村の地方創生を実現してまいり
たいと考えております。
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左の写真は医療現場の課題解決に向けて検
討をする諏訪赤十字病院分科会の様子で
す。
　平成２９年度は４回の分科会を開催いた
しました。
　右の写真は医療・ヘルスケア機器推進研
究会の様子であります。
　月２回のペースで開催しております。
また、この事業では、諏訪赤十字病院や富
士見高原病院などから収集した課題やニー
ズについて、研究会で、製品化に向けて興
味を示す企業の参加を募り、それぞれ保有
する技術を持つ企業が連携する中で、試作
など製品化に向けた取り組みを行っており
ます。
　この３つ事業を通じて、ＪＡＸＡからの
部品加工の受注や医療分野での高付加価値
製品・商品、新技術等の開発において、既
に成果が出てきております。
　左側の新聞記事は、「ＳＵＷＡ小型ロ
ケットプロジェクト」を通じて、諏訪市内
企業（太陽工業）と信州大学の研究グルー
プがＣＦＲＰとアルミニウムを強固に接合
する技術を開発した記事であります。
　昨年、紹介させていただきました「球乗
り型電動車いす」、　一球（いっきゅう）
さんは、現在、岡谷市内企業（イデアシス
テム）で、改良を続けており、海外での展
示会に出展する予定です。
　点滴クリップは、下諏訪町内企業
（フィット）と諏訪赤十字病院が共同開発
し、製品化されております。
このほか、高付加価値製品・商品、新技術
等の開発については、積極的に取り組む企
業に対して、各市町村で、開発支援をさせ
ていただいております。
　この写真は、岡谷市内企業の新技術、新
製品等の開発支援をさせていただいたもの
であります。
この「諏訪圏６市町村によるＳＵＷＡブラ
ンド創造事業」は、
　平成２７年度から平成３１年度までの５
年間の計画により、実施する予定でありま
す。
　今年度は、３年目でありますが、この事
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術者が、新たな諏訪地域のものづくりを創
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