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地区研修・協議会の報告
各委員長からそれぞれに報告があると思います
【会長部会より
小宮山陽一会長エレクト】
先週の日曜日松本大学で地区研修・協議会 ので宜しくお願いします。
一番の部分で認識を新たにしなくてはいけない
が開催されました。ご存知の通り来年度の
為の研修会という事です。ＲＩ会長の紹介 のは地区の存在です。
がありましたが資料等で皆さん目にする機 地区はいつも我々の上にいてＲＩと各クラブの間
を統括するようなスタンスで見ていますが、組織
会があると思いますのでご参照ください。
2600地区次年度ガバナーは伊藤雅基さん、駒ケ根 的に言うと、ＲＩとクラブは直結しているので
ロータリークラブの方です。昭和29年生まれで職 す。ＲＩと丸子クラブの間に地区があるという事
では無いという事をPETSの時から含めて伊藤次期
業は電気工事業、宮本さんの同業者ですね。
私は会長部会に出席しました。全体会議の中で ガバナーは仰っています。
もありましたので、その話をしたいと思います。 地区委員としてメンバーを出すという事は義務で
ＲＩ会長からの次年度ＲＩテーマは「インスピ は無く各クラブの活動をお手伝いするために地区
レーションになろう」です。インスピレーション という別組織の存在があるので、そこに各クラブ
とは色々な解釈があるのですが、「感動する」と から希望は10人に1人、丸子クラブからは3名位を
か「奮い立たせる」とかという意味です。ロータ 出してもらえればということです。今は大森さん
リアンである我々は自ら感動したり奮い立たせる が出ていますから丸子は最低一人出しているとい
のはもちろんですが、周りの人や地域の人々に感 うことです。地区の委員をやってみたいと言う方
動や奮い立たせてあげることで繋がりをもち活動 が居りましたら手を挙げていただければと思いま
をしていきましょうということです。これは非常 す。どこの委員会になるかはわかりませんが希望
に深い意味があると思います。職業奉仕は自分の は聞いてもらえます。義務でやるのではないとい
会社だけでなくそれを通して社会に貢献してゆく う事をくれぐれもと言っておりました。
意味もございます。また、仏教だけでなく色々な あくまでも地区は各クラブのお手伝いをする組織
宗教においても自分だけでなく周りの人々を幸せ なので、そういう意味ではご理解をいただきたい
にしていかなければいけないと皆さん仰るので、 と思います。
【青少年奉仕部会より
佐藤恵太次期委員長】
まさにそれにふさわしいテーマだと思います。
青少年奉仕はRYLA・インターアクト・
それを受けまして地区のテーマとして伊藤次期ガ
ローターアクトの３つのプログラムを元
バナーは「価値を見いだそう」という事を挙げて
に統括しながら青少年を育成していくと
おります。改めてロータリー活動を一人一人が見
いう事業を行っている委員会です。
直し自ら実践するロータリアンとして、昨日とは
違う自分を見つけそれを継続し実行してゆく人に 12～18歳の青少年を対象にプログラムを行うのが
なれるようにしていきましょうという事で、非常 「インターアクト」、18～30歳の方々を対象に行
に重い言葉だと思っております。前の田中作次Ｒ われているプログラムを「ローターアクト」、更
Ｉ会長の言葉「奉仕とは片手間にすることでも、 に18～30歳の方を対象にリーダーシップ養成を目
たまに取り組んでみる事でもありません。奉仕と 的として行われているのが「RYLA」です。そのほ
は生き方です。それは思いやりの心を重んじる事 かに青少年の奉仕活動としましては15～18歳の高
であり調和へと至る道です。」と書き添えてあり 校生を対象とした「交換学生」、18～23歳までの
ます。ＲＩも地区も今回はいいテーマだなと感じ 留学生を対象としているのが「米山奨学生」とい
た次第です。是非一年間良い活動が出来る様に頑 う制度でこれらを統括的に扱い青少年奉仕を促進
していくという事になります。
張っていきたいと思います。
事務所/〒386-0404 上田市上丸子1695
丸子コミュニケーションセンター内
TEL/0268-42-3988 FAX/0268-42-4105 E-Mail/marukorc@siren.ocn.ne.jp
例会場/〒386-0404 上田市上丸子948
魚久本店 TEL/0268-42-2017

今年度の委員会の目的としましては「2600地区に
おける青少年奉仕活動が地区方針及び提唱クラブ
に則って円滑かつ有効に行われるようにサポート
を行うと共に各小委員会との相互の交流を通じて
中高生から青少年の若年成人までが一貫してロー
タリーの精神を学び、将来の担い手となれるよう
な環境を作り出す」と全体の目標が定められてい
ます。今年の委員会の中で重点的に説明されたの
が「インターアクト・ローターアクト・RYLAそれ
ぞれの参加者の間での交流の促進・融合の促進を
図っていく必要があるだろう」とのことでした。
インターアクト・ローターアクトそれぞれの組織
率が低下し参加者の増強が見込めないという状況
の中ではあるが、組織率を上げ新しい方に参加し
ていただきロータリーの会員増強につなげていけ
ればという趣旨の説明がありました。これに対し
て青少年部会でかなり強い異論が出されました。
「青少年奉仕というのはロータリー会員の増強の
ために行われているのではない」として議論が紛
糾していたというちょっと珍しい部会になりまし
た。これまで私が参加した中では初めての事であ
ります。目的をどこに置くのかを議論しつつロー
タリーの奉仕の一つの柱である青少年奉仕をどの
様に進めていけばよいのか各クラブで議論しつつ
考えていく事が必要ではないかと思いました。
【会員増強部会より
佐藤重喜さん（代理）】
内堀委員長の代理で出席しました。
会員増強は、ロータリークラブにとっては
命題です。5月10日までにアンケートの提出
を依頼されました。内堀委員長に託しまし
たので、中心となってもらい皆さんで検討して問
題を共有してもらいたいと思います。宜しくお願
いします。
【幹事部会より
河野正美さん（代理）】
幹事部会に出席しました。
部会での内容につきましては、次期幹事の
佐藤一元さんに引き継げるように一生懸命
に聞いてきましたので直接お伝えします。
【米山記念奨学部会より
宮本伸司委員長】
部会では、何故外国人留学生の支援なの
かという事を強調されていましたので、こ
こ だ け 読 ま せ て い た だ き ま す。「日 本 の
ロータリーの創始者・故米山梅吉の偉業を
記念し後世に残るような有益な事業を立ち上げた
い。1952年東京ロータリークラブが発表したのは
海外から優秀な学生を招き勉学を支援する奨学事
業、米山基金の構想でした。そこには二度と戦争
の悲劇を繰り返さないために国際親善と世界平和
に寄与したいという当時のロータリアン達の強い
願いがあったからです。」これを基本構想として
外国人の留学生に米山奨学金を出しているという
事を忘れないでくださいとのことです。
例えば一月千円ずつを貯めて３万円になったら
寄付するなど、寄付をお願いしたいとのことでし

た。地区別の寄付実績では全国平均が15000円な
のに対し2600地区はそれに達していない14300円
です。もう少し寄付にご協力をいただき留学生に
支援をしていただきたいと話されていました。
《報告の出来なかった部会は後日お願いします》
『2600地区2018－19年度ロータリーの行動目標』
優先項目1 クラブのサポートと強化
①現会員の維持 ②クラブ会員数を増やす ③新
クラブの結成 ④女性会員、40歳未満の会員、
ロータリーに入会するローターアクターの数を増
やす
優先項目2 人道的奉仕の重点化と増加
⑤ポリオ撲滅活動へ現金寄付と地区からのDDFを
増やす ⑥DDFを利用した地区補助金並びにグ
ローバル補助金を増やす ⑦インターアクトと
ローターアクトがロータリークラブや地域社会と
一緒に奉仕プロジェクトに参加するよう促す ⑧
年次寄金への寄付を増やし2025年までに20億2500
万ドルの恒久基金達成する
優先項目3 公共イメージと認知度の向上
⑨ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアン
の役割の周知を図る ⑩ロータリーへの認識を高
め世界を変える行動人キャンペーンを推進する
⑪ロータリーショーケースとアイデア応援サイト
を利用したりクラブ史を記録することでロータ
リークラブのプロジェクトに対する認識を高める
[寄付目標]
ロータリー財団
①年次寄金への寄付 150＄/会員
②ポリオプラス寄付 30＄/会員
③ロータリー平和センター寄付 500円/会員
④恒久基金への寄付 1,000＄/会員（任意）
米山記念奨学会
普通寄付3,000円以上 特別寄付と合わせて
20,000円以上を目指す
[2600地区行動計画]
①ロータリーデーの開催
②マイロータリーへの登録・アクセス促進
③クラブセントラルの活用
④入会3年未満会員の研修実施
⑤会員増強目標 グループ10名達成
⑥地区事業への責務の理解と参加の促進
⑦ロータリー財団寄付ゼロクラブゼロの継続
⑧ロータリー賞への挑戦
⑨ロータリーカードの取得

出席の皆さんご苦労様でした。

【会長挨拶
佐藤重喜会長】
朝日新聞デジタル を見ていましたら、
1月17日イギリスのメイ政権が奇妙な大臣
職を新設したとありました。
孤独担当相です。このポストを文化省でス
ポーツなどを担当するトレイシー・クラウチ政務
次官（42歳）が兼務する。〈人口6560万人の英国
には孤独を感じている人が900万人以上いるとさ
れ、友人や親戚と一ヶ月以上会話していないお年
寄りは約20万人〉と報告されている。
メイ首相は「あまりに多くの人たちにとって、孤
独は現代における悲しい現実だ。この課題に向き
合い、お年寄り、介護者、愛する人を失った人、
考えや経験を分かち合う相手がいない人が抱える
孤独に対応するため行動したい」と話した。
日本でも孤独対策はとても重要だと思います。
パートナーに先立たれた高齢者で、一日中テレビ
をつけたままで孤独を紛らわしている人が少なか
らずいる。人間は社会的な動物だ。群から離れ1人
で暮らすには人間の本性に反していると思う。
もっとも、孤独な人たちが集い、仲間を見つける
ための公共施設を作っても、そこにはなかなか人
が集まらない。人間は、あまのじゃくなところが
あるので、お上から(こうしろ）と言われると、意
識しなくても心の中で反発を覚えるからだ。孤独
対策は、人間の成長の早期から手を打たなくては
ならない。子供の頃から友達を作る力が着くよう
に教育していくしかないと思います。
私はロータリークラブに所属して良かったと思っ
ております。
ロータリークラブは、奉仕と言う目的で仲間と一
緒に行動できる喜びを皆さんと共有できます。
考えや経験を分かち合う相手がいる事は大変幸せ
なことです。
新入会員を増やしましょう。
そして皆さんと一緒にロータリーライフを楽
しみましょう。

【例会の記録】
◈ＳＡＡ
◈司 会
◈ロータリーソング

小山充浩さん
掛川浩邦さん
それでこそロータリー

【出席報告】
会員数

出席者

日

35名

16名

前々回

34名

15名

本

メイク

出席率
61.54％

9名

92.31％

ラッキー賞 山田裕さん
ありがとうございます。
此処の所頂き物を頂く機会が多くあり
がたいです。
【幹事報告
河野正美幹事】
今週の着信
・第2600地区事務所より
地区研修・協議会出席の礼状
米山奨学生オリエンテーションの案内
・豊かな環境づくり上小地域会議より
会報“たまき”送付
今週の配布物
会報№2650
週報恵送
上田RC、上田六文銭RC
例会変更
上田東RC 6/27定時受付有

【にこにこＢＯＸ報告
斎藤育子委員長】
「地区研修・協議会ご苦労様でした。」
佐藤重喜さん、河野正美さん、工藤洋三さん
山田裕さん、小宮山陽一さん、内堀敏高さん
宮本伸司さん、井田宗広さん、佐藤一元さん
服部正さん、小山充浩さん、佐藤恵太さん
奥寺浩司さん、掛川浩邦さん、斎藤育子
本日の喜投額 18.000円
累計喜投額
666.000円

ロータリー情報
にこにこＢＯＸとは・・・
会員や家族の慶びごとを披露し祝福し合う趣旨と、奉仕の精神とに基づき、会員の自主申告による
喜捨・寄付で、ニコニコボックスに積極的に協力してもらうように努め、クラブ運営と奉仕のための
有効な資金として活用出来るようにしたい･･･。
即ち、めでたいこと、嬉しい時に、わき上がった善意をプールし、社会奉仕の資金に充てる という
ものです。
クラブ会費はクラブ運営費であり、奉仕への資金は含まないことが、原則です。
善意を高揚し奉仕の実感を持たせるためには、その都度拠金を募ることが本筋です。
そのことが事実上難しい面があるので、ロータリーは「ニコニコBOX」という制度があると理解
しております。
丸子クラブは他クラブより会費が安いため、皆さんからのにこにこＢＯＸ喜投のお陰で奉仕活動が
スムーズに行う事が出来ます。
ありがとうございます。
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夜間例会
【会長挨拶
佐藤重喜会長】
皆さん今晩は。
14日、桜ロード百日紅の苗植樹に参加されました方々は大変ご苦労様でした。
15日は雨の予報でしたので急きょ中止になりましたが、35本の苗木すべて14日に植樹するこ
とができました。ありがとうございました。
14日仕事の為参加できませんでしたが、翌日確認させていただきました。今年の夏はまだ咲
かないでしょうが来年以降赤い花が咲くのが楽しみです。
今晩はゆっくりお楽しみください。
【社会奉仕委員長より
井田宗広社会奉仕委員長】
皆さん今晩は。
14日植樹にご参加くださいました皆さんご苦労様でした。
15日が本来予定されていた植樹日でしたが、数名の方が14日の方が都合がよいとのことで14
日半分植樹する予定でしたが、三分の二ほど植えてくださいました。
15日は朝から雨模様という事で急で申し訳なかったのですが中止にし全部植えて頂きました。
15日参加予定だった方本当に申し訳ございませんでした。

夜間例会

【例会の記録】
◈ＳＡＡ
小山充浩さん
◈司 会
河野正美さん
【出席報告】
会員数

出席者

日

34名

15名

前々回

34名

12名

本

メイク

出席率
57.70％

9名

80.77％

【にこにこＢＯＸ報告】
佐藤重喜さん、河野正美さん、工藤洋三さん
山田裕さん、小宮山陽一さん、内堀敏高さん
長島三夫さん、佐藤一元さん、井田宗広さん
服部正さん、小山充浩さん、佐藤恵太さん
奥寺浩司さん、掛川浩邦さん、吉村香織さん
本日の喜投額 19.000円
累計喜投額
685.000円
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