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会長挨拶 南 信行会長

2017－18年度一般例会も最終回となりました｡

ロータリーに ｢入りて学び出でて奉仕せよ｣ と

言う言葉があります｡ これは例会への出席義務を

意味するもので､ 例会で色々学習し修練して､ 家

庭・職場・地域社会に戻って奉仕しなさいと言う

事です｡

会長職をはじめクラブの役職をすると言う事は､

クラブに対して､ 奉仕する事と同時に､ 私自身の､

奉仕の修練・訓練の機会を与えて頂いたと言う事

だと思ってやってまいりました｡

一年前は､ 立てた事業計画の半分も出来たらい

いなと思っていました｡ しかし時を追うごとに､

会員の皆さんのご協力のおかげで､ 思い描いたこ

とが､ 次々にかなっていったではありませんか｡

さすがロータリーだと感じました､ 皆さんの熱き

友情と寛容に支えられて途中からは､ 迷うことな

く､ 思いっきり羽ばたかせて頂きました｡

皆さん､ この一年､ 本当に有難うございました｡

米山功労クラブ感謝状について 南 信行会長

米山記念奨学会から米山功労クラブ感謝状が送

付されました｡ ｢米山功労クラブ｣ は個人・法人・

クラブ扱いで全ての特別寄付金が対象になり累計

額が100万円を超える毎に表彰され､ 2018年５月

に第15回米山功労クラブ表彰となりました｡ 従っ

て特別寄付金累計額は15,105,000円となりました｡

ご協力ありがとうございます｡

幹事報告 若麻績信昭幹事

・10日 IA地区大会開催される｡ 於：しなのき

会長､ 会長エレクト・次期幹事・小山浩太郎次

期青少年奉仕委員長・清水 満地区 IA委員

女子高 IAC顧問１名 学生８名 出席

・６月21日本年度・次年度長野市内６ＲＣ幹事会

・22日南会長年度最終例会観蛍会 於：犀北館

・㈱ミスズの桐澤 満さんが､ 体調不良にて退会

されることになりました｡ 従って現時点で会員

数は49名となりました｡

７／６ 本日のプログラム

新 旧 役 員 交 代 挨 拶

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

第1479回例会 2018年 (平成30年) ６月15日 (金)
第1480回例会 2018年 (平成30年) ６月22日 (金) 観蛍会



出席・ニコＢＯＸ報告 川橋昭義例会運営委員

６/15 (会員49名) 出席27名前々回修正出席率77.08％

お知らせ：観蛍会にてニコニコ BOX受付致しま

す｡ 本年度最終となります｡ ご協力よろしくお願

いします｡

・清水光朗さん☆長期でお休みを頂きました｡ 少

しは活力を取り戻しました｡ ありがとうござい

ます｡

・小林健治さん☆お世話様です｡ なんとなく｡

・高橋英司さん☆本年度南会長のホテル国際での

例会は本日で最終となりました｡ 会長挨拶１年

間ご苦労様でした｡

・南 信行さん☆一般例会は､ 本日最終回となり

ました｡ 一年間ありがとうございました｡

・村田秀雄さん☆５月22日信濃ゴルフホンマオー

プンコンペの12番ホールにおいてホールインワ

ンをやりました｡ 尚､ お祝い会は､ 予定してお

りません｡

・合 計 15,000円 ・累 計 679,637円

観蛍会について 青木 宏会員家族委員長

南会長年度の最終例会の観蛍会が18：30～犀北

館にて開催されます｡ よろしくお願いします｡

会 員 卓 話 南 信 行 会 長

｢ロータリー歴史探訪｣

今年一年間､ 会長挨拶の時間
に語り続けたロータリーについ
て､ 総集編としてパワーポイン
トにまとめてお話します｡
ロータリーを理解するにはそ

の歴史を知る事です｡ シカゴRC
が誕生した1905年当時､ アメリカは成功を求め無
法と腐敗に満ちた者達が横行し､ 全ての人がライ
バルで､ 孤独感・疎外感に苛まれる恐怖の中にお
りました｡ P・ハリスは心の底から信頼し､ 取引
が出来る仲間をロータリークラブとして組織しま
した｡ クラブは急成長し､ ２年後には当時珍しかっ
た公衆便所設置と言う社会奉仕活動をシカゴ市・
商工会議所・地域に働きかけて成し遂げました｡
その後､ クラブが崩壊寸前になった時には､ ハ
リー・ラグルスが歌で危機を乗り越えこれがロー
タリーソングの始まりとなりました｡ 同時期にアー
サー F シェルドンが ｢正しい経営とは､ 他人に
利益をもたらす事である｡｣ と言う職業奉仕の理
念をロータリーに導入しました｡ また､ 1923年ま
で身体障害児救済問題で紛糾し､ その解決策とし
て､ ｢奉仕活動の実践は個人奉仕を原則とし､ ク
ラブで行う団体奉仕活動はサンプルに過ぎない｡
RI は RC の拡大と援助､ そしてクラブが ｢ロー
タリーの目的｣ に反しない限りその自治権を侵さ
ない事｡｣ と言う決議23－34が採択され今日に至っ
ています｡
さて2016年規定審議会において､ それまでの標

準ロータリークラブ定款順守から例外規定導入と
言うクラブ自治権の回復が100年ぶりに行われま
した｡ 具体的にはクラブ例会頻度と出席に関する
規定がクラブ裁量により任意に､ 会員の種類もク
ラブ独自で決定できる等であります｡
以上の歴史的経過と現状認識をすべての会員が

共有できれば改革の方向は自ずと見えてくると私
は思います｡

例 会 案 内

７月13日 前年度事業並びに決算報告

新年度事業計画並びに収支予算

(クラブ計画書・必携配布予定)

７月20日 ゲスト卓話 須田恵子さん

(美容師 青木写真館所属)

｢浴衣を楽しむ｣

７月27日 ゲスト卓話 山本 修さん

(山本食品株式会社 代表取締役)

｢角界に進んだ我が子 清乃海｣



第 1480 回　観　蛍　会第 1480 回　観　蛍　会

2018～2019年度　南　信行会長　挨拶
　いよいよ本年度最終例会の「観蛍会」となりました。最後の事業報告をしま
す。長野女子高インターアクトクラブが本年創立20周年を迎え、記念事業とし
てフリーペーパー「みわたりあん」を創刊しました。我がクラブはそのお祝い
として製作費用４万円を贈呈いたします。６月28日のインターアクトクラブ例
会に西クラブから数名で出かけて懇談会をして渡して参ります。
　以上で会長挨拶を全て終了しました。一年間本当にありがとうございました。

6月22日（金）18：30～ 於：犀北館　出席28名　ゲスト：ケルビン ライ ション オンさん

ケルビンさん挨拶　夜間例会にお誘いして皆勤です。

そういえば、こんな事、あんな事もと
色々なことが思い出されました。

本日は通常の言い方だと最終例会
ですが(故)山口文男会員が時期的
に蛍を観る会にしましょうと「観
蛍会」と命名されたのが始まりで
す。コンパニオンさんに蛍になっ
てもらい余興を楽しんだこともあ
りました。そんないわれのある観
蛍会です。一年間お疲れ様でした。

本日はいつもと違う雰囲気のお座敷です。「震四海」は東条秀樹がバル
チック艦隊に勝利し大勧進に戦勝お礼に伺った際、犀北館に宿泊し揮毫
されたものだそうです。

南会長年度の写真をスライドショーにしました

司会：青木　宏　会員家族委員長

乾杯　柄澤重登さん 乾杯！！



いつもご協力くださりありがとうございます。

見事な出席率です。

表彰発表　坂本千尋例会運営委員長

締め
布施慶典会長エレクト

締め
布施慶典会長エレクト

写真撮影：

西沢徹クラブ会報委員長

写真撮影：

西沢徹クラブ会報委員長

★出席表彰★ 

　伊東義次さん（欠席２日）
　池田修平さん（欠席３日）
　村田弘志さん（欠席４日）
　野村泰久さん（欠席５日）
　綿貫隆夫さん（欠席10日：メークアップ15日以上）

★ニコニコBOX表彰★

　高橋英司さん
　柄澤重登さん
　松本克幸さん

・南　信行会長☆皆さんこの一年間本当にありがとうございました。
・若麻績信昭幹事☆一年間お世話になりました。
・青木　宏会員家族委員長☆南会長年度一年ご苦労様でした。会員家族委員会も最後の事業です。一年
間至らない事ばかりでしたが、温かいご協力に感謝致します。
・坂本千尋例会運営委員長☆１年間ありがとうございました。大勢の方から、ニコニコBOXご協力頂き
感謝申し上げます。
・柄澤重登さん☆南さん、執行部の皆さんご苦労様でした。
・伊東義次さん☆「三太刀」です。飲んで下さい。
・粕尾正康さん☆南年度一年間ご苦労様でした。
・高橋英司さん・川橋昭義さん☆役員の方一年間ご苦労様でした。
・宮原友昭さん・太田裕志さん・村田弘志さん・野村泰久さん・瀧澤　聡さん☆一年間ありがとうござ
いました。
・中島　勉さん☆次期例会運営委員長です。よろしくお願いします。

出席・ニコＢＯＸ報告　　　　　坂本千尋例会運営委員長

・合計　37,000 円　　　・累計　716,637 円　　　・ニコニコBOX投入総額　1,736,637 円


