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長野西ロータリークラブ

会長／南 信行 幹事／若麻績信昭 クラブ会報委員長／西沢 徹

SAA／飯田 弘己 副 SAA／宮原 友昭

会長挨拶 南 信行会長

ロータリー運動は創立当時から ｢個人奉仕｣ か

｢団体奉仕｣ かで論争が続き､ 1923年の決議23-34

により､ ｢奉仕の実践は個人｡ そのための学習の

場がクラブ｡ RI はクラブの拡大・援助・情報伝

達､ 及びクラブ運営と社会奉仕活動の標準化｣ と

明記されました｡ この一連の流れの中､ 慈善活動

を組織で行える動きが起こり､ 1928年ロータリー

財団が正式に誕生しました｡ この財団は会費では

なくロータリアン個人による自主的な寄付によっ

て運営されています｡

今日､ 地区を通じて要請される財団への寄付額

は､ 一人当たり年間､ 年次寄付150ドル以上・ポ

リオプラス寄付30ドル・ロータリー平和センター

寄付500円の計役21,000円になります｡ 日本独自

の米山奨学寄付要請２万円や災害対策義捐金・そ

の他寄付金とを合わせると､ ４万円を遥かに超え

ます｡ 日本のロータリアンは忌避額の大きさに驚

かないのでしょうか？

財団の集める年次寄付１億２千万ドルは､ 会員

数がほぼ同じライオンズ協会の３倍です｡ 又､ 使

途を指定できる寄付では規約の最後に ｢上記のプ

ロジェクトのために用いられるとは限らない事を

御了承下さい｣ とあります｡ これでいいのでしょ

うか？

昨今 RI や財団から上意下達で指示があり､ ク

ラブは混乱しています｡ 地区補助金等がそれです｡

今回各クラブは改革を迫られているわけですが､

先ずは RI と財団が ｢言行は四つのテストに照ら

し合わせて｣ を実行して欲しいと思います｡

幹事報告 若麻績信昭幹事

・10月14～15日は地区大会｡ 15日� 登録受付は

８時半からですが９時にホテル国際フロントロ

ビーに集合下さい｡ 駐車場には限りがあります

ので近隣駐車場へご協力をお願いします｡

・本日森林(もり)委員長欠席ですので代わりまし

て10月28日�森林(もり)例会の出欠を早めに｡

集合はホテル国際に７時半です｡

秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会 青木委員長

10月25日�の平日開催です｡ 今の所ゴルフは12

名､ 懇親会18：30～かよう亭には16名参加です｡

今年は松茸が豊富とのことふるってご参加くださ

い｡
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ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

10／６ 本日のプログラム

会 員 卓 話 若 麻 績 信 昭 幹 事

｢地区補助金について｣



出席・ニコＢＯＸ報告 坂本千尋例会運営委員長
９/29 (会員51名) 出席32名前々回修正出席率79.59％

ゲ ス ト 関 邦則ガバナー (長野RC)

日南田哲三ガバナー補佐 (長野RC)

ビジター 塚田まゆり地区副幹事 (長野RC)

☆出席者全員からガバナーを歓迎して1,000円ずつ☆

・青木 宏さん・青木茂人さん・藤澤克彦さん

・福澤 寛さん・布施慶典さん・飯田弘己さん

・池田修平さん・伊藤宗正さん・伊東義次さん

・柄澤重登さん・川橋昭義さん・小林健治さん

・松本克幸さん・南 信行さん・宮原友昭さん

・村田秀雄さん・村田弘志さん・西沢 徹さん

・野村泰久さん・太田裕志さん・斎藤 泉さん

・坂本千尋さん・清水光朗さん・高橋英司さん

・高井新太郎さん・高井 亘さん・竹村利之さん

・竹内喜宜さん・瀧澤 聡さん・轟 修平さん

・山本博昭さん・若麻績信昭さん

・綿貫隆夫さん☆関ガバナーを歓迎します｡ 第14

回韓日親善会議に委員として出席しました｡

｢どうあろうとも､ 民間の親善は深く｣ を語り

合いました｡ 仁川大学総長の ｢豊かな発想こそ

大切｣ は､ 素晴らしいお話でした｡

・中野欣哉さん☆関ガバナー歓迎します｡ 私事で

すがこの度隠居しましたが､ 今後とも相変わり

ませずよろしくお願い致します｡

・柄澤重登さん☆関ガバナーと日南田ガバナー補

佐､ 塚田まゆりさん､ 親クラブの皆様のご活躍

を歓迎します｡

・合 計 42,000円 ・累 計 267,643円

関 邦則ガバナー紹介 日南田哲三ガバナー補佐

関ガバナーと私は先日お話しましたように1950

年五黄の虎生まれで､ JC 卒業後すぐ入会し入会

日も同じでロータリー歴27年になります｡ 仕事は

設計屋さんですので前から上から横から後ろから

下から全部見て一つ一つ積み重ね最後は､ 立派な

ものを立ち上げられるので､ ガバナーとしても適

任ではないでしょうか｡

ゲスト卓話 関 邦則ガバナー

｢ＲＩＤ2600 共に歩む一年｣

2017‐2018年度第2600地区ガ

バナーの関でございます｡ 本日

はガバナー訪問と言うことで長

野西ロータリーの卓話に伺いま

した｡ 本年度国際ロータリーの

テーマはROTARY：MAKING

A DIFFERENCE ロータリー：変化をもたら

すです｡ このテーマはロータリーとは何か､ また

日々実施している活動とは何かを物語っています｡

国際協議会 RI 会長スピーチでは､ ３つの戦略優

先事項が挙げられ､ クラブサポートの変化､ 人道

的奉仕の重点化と増加､ 環境対策が挙がっており

ます｡ あと､ ロータリー公共イメージと認知度の

向上も目指していきたいと話しております｡

2600地区の方針は自分自身や自分たちのクラブ

を､ ｢アップデート｣ することを目標に掲げまし

た｡ 私たちも社会の変化に即した組織になってい

かなければ生き残っていけない､ 自分たちのクラ

ブの実情を理解し､ この先どのように活動して行

けばよいのかについて真剣に考えなければならな

い時がきたと思っております｡

皆様に ｢UPDATE MY CLAB｣ の推進､ 規定

審議会の決定についての前向きな理解､ ｢MY

ROTARY｣ への登録､ RI 会長賞の達成､ 会員増

強10人､ クラブの健康チェック､ ５～10年後の戦

略計画の立案､ ３K (来て食って帰る) 例会にし

ない､ 会長挨拶の20％以上をRI・地区ロータリー

活動の話題にする､ 卓話についてもクラブ委員長

ないし地区委員長にお願いする等､ できる限りの

ご協力をよろしくお願いいたします｡

ロータリークレジットカードの加入や､ 14日か

ら開催します2017年地区大会､ 国際大会はカナダ

のトロントで2018年に開催されますので､ そちら

への参加もお願いします｡

今後ますます西ロータリーの活躍を祈念申し上

げ､ ガバナー訪問例会とさせていただきます｡

例 会 案 内

10月15日� 地区大会 ホテル国際21
＊13日の例会はありません｡

10月20日� 会員卓話 大橋東二郎さん


