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第1358回例会　平成28年6月14日（火）

2015-2016 国際ロータリーのテーマ

世界へのプレゼントになろう
Be a gift to the world

■ 点　鐘 12：30

君が代・奉仕の理想・四つのテスト　　　馬場秀則ソングリーダー■ ソング  

中川博夫会長■ 会長談話
前回お話した「2016規定審議会決定報告書」が送られてきました。
内容は以下で構成されています。
1. ジョン・ヒューコ事務総長からの書簡 
2. 審議会で採択された立法案（修正案を含む） 
3. 採択された立法案に対する投票数 

4. 立法案反対表明書式 
　前回談話で、反対表明は規定審議会修了日以降2ヶ月以内と申しましたが、送られてきたメールによ
ると、『今回採択された制定案または決議案についてクラブが反対を表明する場合は、「立法案反対
表明書式」をご使用の上、漏れなく記入した書式を2016年8月15日必着で国際ロータリー審議会業務
部までご提出ください。本書式についての詳しい説明は、ヒューコ事務総長からの書簡をご参照くだ
さい。』とのことです。
　クラブ内規を変更しなくてはならない立法案もありますので、皆様から意見聴取した後、理事会で
決定するのが良いと思います。異議のある方は、6月末までに反対理由を添えた文書を事務局に提出願
います。
　さて、先週の例会は休会だったのですが、この間色々とありました。
　6月4日は次年度会員増強委員長の代理で地区会員増強セミナーに参加。RI2620地区パストガバナー
髙野孫左ヱ門 さん（甲府RC）の講演に深い感銘を受けましたので一部紹介します。
　1995年にロータリーについての調査をしたところ、ある程度知っている20％、名前だけ知っている
40％、聞いたことがない40％。ロータリーの認知度が低いにもかかわらず、新会員を勧誘する時、普
段の付き合いから「入ればわかる」の一言で、半ば強制的に入会させますが、これからはロータリー
の素晴らしさを伝えてください。ロータリーの会員はどんな人か？　クラブは何をしているのか？　
ロータリーとは？　これらを、「ロータリーの目標」・「四つのテスト」を交えて正しく伝えてくだ
さい。そして、会員増強とは会員を増やすことが目的ではなく、クラブの存在意義と継続を実現させ
るために、ロータリーの価値を高め、元気なクラブにすることですと話しました。この文言の語る意
味の分析と行動指針は次年度にお任せします。
　5日は、全国植林祭伊那会場（鳩吹公園・ますみヶ丘平地林）に伊藤幸明会員と参加。植樹と林内環
境の向上を目的とした伐採に汗を流しました。上伊那地区の小学校、各種団体など600人以上が参加し
たのですが、伊那RCメンバーも多数参加していました。聞けば、例会として長年参加しているとのこ
とです。弁当に飲み物、豚汁に軍手の支給までありますので、日頃の運動不足解消を兼ねた、クラブ
費用負担ゼロの社会奉仕として、これもありかなと思いました。
　12日は向山公人長野県議会議長就任祝賀会にクラブ代表として出席。向山様には、我がクラブの名

次頁へ続く

2015-2016 RI会長
K.R.“ラビ”ラビンドラン

スリランカ

誉会員を長年に渡り務めていただきましたので、礼を尽くさねば義が廃るとの思いから出席しました。
議長は知事と同格で各種行事や会合に出席しますので、健康には十分留意されて業務に励まれること
をお祈りするばかりです。
　例会はなくても奉仕に明け暮れた2週間でした。



■ 慶　祝 6月誕生日祝い　・倉田秀伸会員
 ・網野裕美会員　
 ・市川満貞会員
 ・伊藤好会員
 ・鈴木一比古会員
 ・大谷智鶴会員
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　前回談話で、反対表明は規定審議会修了日以降2ヶ月以内と申しましたが、送られてきたメールによ
ると、『今回採択された制定案または決議案についてクラブが反対を表明する場合は、「立法案反対
表明書式」をご使用の上、漏れなく記入した書式を2016年8月15日必着で国際ロータリー審議会業務
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池上幸平幹事　幹事報告は別紙をご覧ください。■ 幹事報告

■ ニコニコボックス

◆中川博夫
◆池上幸平
◆熊谷健

◆伊澤和男
◆唐澤敏治

◆井上修

◆唐澤千明

今日を含めてあと3回。長いような短いような！
梅雨の合間、今日はとても蒸し暑いですネ。体調管理に気を付けて下さい。
今年度の例会も、今日を入れてあと3回となりました。SAAの役目もあと3回。例会をしきる
楽しみを覚え始めたところで、お役ごめんとなりそうです。大変お世話になりました。
来年度各委員のみなさん、気持ちを入れかえてよろしくお願いします。
6月10日今年度最終コンペご苦労様でした。好天に恵まれ楽しいゴルフ、夕方は楽しい反省
会が出来ました。関係各位様に感謝致します。規定によりニコボックス致します。
誕生日のお祝いを6コ運ばせて頂きました。ありがとうございます。尊敬してやまない伊那中
央ロータリークラブの会員の皆様と会えて、こんな嬉しい一日はありません。
6月4日に西箕輪小学校を含む数校で運動会が開催されました。秋の運動会では残暑厳し
いため子供に負担がかかるのと、音楽会等の行事があるからとの事です。子供の体力増進
を望みます。

■ 委員会報告
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・6月5日（日）～6日（月）日台ロータリー親善会議の報告　　　下井達典会員
　6月5日(日)に金沢市で開催された〔第5回 日台ロータリ－（日本.台湾）親善会〕に
参加して来ました。この大会は日台双方が2年おきに開催しています。日本では第1回
東京、第3回京都市でしたが、今回は開催地がなぜ金沢市なのかは後ほど説明致しま
す。参加者は台湾側280名、日本側は各地区より440名とホスト2610地区（石川・富
山）240名、計960名と日本開催では過去最多となり盛会でした。

　兩国関係者の挨拶の後、双方のロータリーの現状が紹介されました。日本側紹介は省きますが、台湾では
7地区594RC、33.480名のRtnが活動中です。近年はRC数会員数とも増加中で、この2年間でも45RC4.000
名が新たに加わったそうです。IAC研修交流で御世話になった3520地区(台北市北部) は12年前は約70RCで
したが、現在は144RC・6.170名に倍増していました。この流れを享けて地区数も現在の7地区を分割して
13地区に倍増再編するとの事でした。日本側からは羨望のため息も漏れていました。増加の要素として私

・5月31日（火）「通算60回まつり記念事業プロジェクトチーム会議」の報告が矢野昌史会員よりありました。

誉会員を長年に渡り務めていただきましたので、礼を尽くさねば義が廃るとの思いから出席しました。
議長は知事と同格で各種行事や会合に出席しますので、健康には十分留意されて業務に励まれること
をお祈りするばかりです。
　例会はなくても奉仕に明け暮れた2週間でした。

見ですが、1.元来ロータリー活動が熱心な地域であり、2.創り挑むを好む気風も勁く、3.会員増強に熱心な
RI前年度会長ゲリー黄氏（台北RC）のお膝元である、等が挙がると考えます。
　基調講演として田中作次、ゲリー黄両RI会長経験者のお話がありました。ゲリー黄氏の手拍子「讃ロータ
リー、讃日本、讃台湾、讃金沢」は躍動があり、会場の雰囲気が大いに騰がりました。私は京都大会以来の
参加でしたが、3480.3490.3520地区の友人知人にも会えて旧交を温め、共通の知人の消息を確かめあいま
した。
　今回は金沢市での開催となりましたが、これには日台の歴史の積み重ねに拠るものがあります。日本は日
清戦争後に台湾を50年間統治しました。その間の大正時代半ばの事ですが、当時日本の台湾総督府は西海
岸側の嘉義から台南にかけての曠野を、豊饒の地にする計画を樹てました。当時その辺りは荒地で毎年の水
害と干魃、排水の出来ない沼沢、塩害等で地元民は食料にも事欠く生活だったそうです。総督府が命じた八
田與一技師(金沢出身)が設計し取り組んだこの事業は「嘉南大圳-かなん-たいしゅう」と呼ばれ讃えられて
いる大事業でした。幾つかのロックフィールドダム、延べ16.000Kmに及ぶ水路の開豁と設置が11年の時間
と労力をかけて昭和5年に完成しました。当時では世界最大の水利工事であったそうです。嘉南平野は大穀
倉地帯に変身し、現在も豊かな豊饒を分かち伝えています。現地の人々は八田與一技師への感謝と尊敬の念
いを抱いてダム横に銅像を建て、戦死した八田技師と敗戦時にダムに身を投げた外代樹(とよき）夫人夫婦
を現在も大切に祀っています。台湾の教科書でも八田技師は台湾の礎を築いた一人として詳しく紹介されて
おり最も有名な日本人です。そして金沢は八田技師の出身地である事から台湾人も以前から訪れており、今
回の開催地ともなり多くの台湾Rtnが訪れました。因みに台湾では八田技師を始め、後藤新平氏、新渡戸稲
造氏等日本人が既に忘却？している方々のお名前を現在も留めています。
　次回は2018年3月台湾の高雄市で開催されます。（次は高雄では著名の鳥居信平博士の名が聞かれるかも
知れません）



次頁へ続く
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・6月10日（金）ゴルフコンペ表彰式　　　三澤耕太ゴルフ部幹事

優勝：唐澤敏治会員　

２位：伊藤好会員

３位：鈴木一比古会員

・「ロータリーの友」6月号紹介　　市川修次会員
（横組）
Ｐ3
K.Rﾗﾋﾞﾄﾞﾗﾝ会長ﾒｯｾｰｼﾞ　「奉仕の姿」
ｲｷﾞﾘｽのﾛｱﾙﾄﾞ･ﾀﾞｰﾙ氏の「出来事や経験の多くは画像や言葉では充分に伝える事が出
来ないが、何十年経っても記憶の中で炎のように輝き続ける経験もある」という言葉

を引用し、国際ﾛｰﾀﾘｰ会長としての経験に大きな誇りを感じている。世界を豊かにし絶望を希望に変え、恵
まれない人々に上昇の道を示すﾛｰﾀﾘｰは、一人一人が「世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになる」事で多くの人への贈り物にな
る、との言葉を寄せている。
P8～P13
同じ名称を持つｸﾗﾌﾞ同士「名前が縁で」、「さくら」「城」「ﾓｰﾆﾝｸﾞ」「川」「空港」「ﾍﾞｲ」等の名前の
付くｸﾗﾌﾞ交流会を載せている。長野県では「城」に「松本城RC」、「空港」に「松本空港RC」が紹介され
ている。
P16～19
4月10～15日にｼｶｺﾞで開催された規定審議会では多くの事が変り採択された。
※「会員身分がｼﾝﾌﾟﾙに」
「標準ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ定款　第7条　会員身分　第1節―全般的資格条件」の変更
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清戦争後に台湾を50年間統治しました。その間の大正時代半ばの事ですが、当時日本の台湾総督府は西海
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田與一技師(金沢出身)が設計し取り組んだこの事業は「嘉南大圳-かなん-たいしゅう」と呼ばれ讃えられて
いる大事業でした。幾つかのロックフィールドダム、延べ16.000Kmに及ぶ水路の開豁と設置が11年の時間
と労力をかけて昭和5年に完成しました。当時では世界最大の水利工事であったそうです。嘉南平野は大穀
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を現在も大切に祀っています。台湾の教科書でも八田技師は台湾の礎を築いた一人として詳しく紹介されて
おり最も有名な日本人です。そして金沢は八田技師の出身地である事から台湾人も以前から訪れており、今
回の開催地ともなり多くの台湾Rtnが訪れました。因みに台湾では八田技師を始め、後藤新平氏、新渡戸稲
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「一般に認められた有益な事業や専門職の所有者、共同経営者（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）、法人役員、支配人のいづれかで
ある事」との条件が削除された。これは「誰でも入れる」という事ではなく「善良さ、高潔さ、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
を身をもって示し職業上及び地域社会で良い評判を受けており地域社会及び世界において奉仕する意欲のあ
る成人によって構成される」と変更されたものであり、それは各ｸﾗﾌﾞの裁量に委ねられるものである。
※「例会の開催に柔軟性が」
「標準ﾛｰﾀﾘｰ定款第6条」「ｸﾗﾌﾞを月2回の例会を開くものとする」とされたが、これは「毎週が基本であり、
それ以外の頻度を細則に定めなくてもよい」という事である。又、「例会取消しの規定の改正」があり、国
民の祝日がその週にあれば休会してもよい事になる。
※「新会員に対しての入会金」
「ｸﾗﾌﾞ入会金の廃止」が採択され入会金の支払いを求める事が出来ない。又、毎年1＄の「人頭分担金」が
4＄に増額される。
※「ｸﾗﾌﾞの理事会･委員会構成」
「第10条　理事及び役員、ならびに委員会」となり「委員会の項目」が加わった。又、会計を理事会のﾒﾝﾊﾞｰ
となった。その他、多くの立法案が採択された。
P28
ﾛｰﾀﾘｰの友委員会委員長、一般社団法人ﾛｰﾀﾘｰの友事務所代表の橋本長平氏が6月末で退任し、後任は清水良
夫ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰが就任する。
※（縦組）
P4～8
2015年11月4日「第2750地区」で行われた山中伸弥教授の講演要旨。
「ﾋﾞｼﾞｮﾝを持つ事の大切さ」をご自身の挫折仕掛けた経験から述べている。又「ips細胞を使った再生医療
では日本は世界のﾄｯﾌﾟを走っている」と述べ、この技術を用いて「再生医療」と「新薬の開発」に取組む。
特に薬の開発では「難病に対する治療薬」や「ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病等、認知症の薬」を開発するとしている。
又、「日本の大学で最高ﾚﾍﾞﾙの研究支援体制と研究環境の整備」を目指し、足りない研究資金の為「寄付文
化を日本に広げる」為に努力している。
P24からのﾛｰﾀﾘｰｱｯﾄﾜｰｸの中P33
伊勢志摩ｻﾐｯﾄの中で鳥羽ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞも、会議に参加する各国の皆さんや観光客を迎える為に参加した「花いっ
ぱい運動」への活動が紹介されている。



池上幸平幹事
１．次年度RLI受講者の推薦について
２．6月の行事予定とメイクアップ扱いについて
３．その他

■ 理事会報告

■ 次年度委員会

次回例会　
6月21日（火）　点鐘　12:30　　場所　海老屋料理店　　

全員協議会「創立30周年委員会」

■ 点　鐘 13：30

会員数38名　　出席免除会員7名　　長欠会員2名　　本日出席者21名　　事前メイク5名
出席率78.79％　　前回出席率　修正なし

各委員会ごとに次年度の事業計画について話し合いました。

■ 出席報告

・「ロータリーの友」6月号紹介　　市川修次会員
（横組）
Ｐ3
K.Rﾗﾋﾞﾄﾞﾗﾝ会長ﾒｯｾｰｼﾞ　「奉仕の姿」
ｲｷﾞﾘｽのﾛｱﾙﾄﾞ･ﾀﾞｰﾙ氏の「出来事や経験の多くは画像や言葉では充分に伝える事が出
来ないが、何十年経っても記憶の中で炎のように輝き続ける経験もある」という言葉

を引用し、国際ﾛｰﾀﾘｰ会長としての経験に大きな誇りを感じている。世界を豊かにし絶望を希望に変え、恵
まれない人々に上昇の道を示すﾛｰﾀﾘｰは、一人一人が「世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになる」事で多くの人への贈り物にな
る、との言葉を寄せている。
P8～P13
同じ名称を持つｸﾗﾌﾞ同士「名前が縁で」、「さくら」「城」「ﾓｰﾆﾝｸﾞ」「川」「空港」「ﾍﾞｲ」等の名前の
付くｸﾗﾌﾞ交流会を載せている。長野県では「城」に「松本城RC」、「空港」に「松本空港RC」が紹介され
ている。
P16～19
4月10～15日にｼｶｺﾞで開催された規定審議会では多くの事が変り採択された。
※「会員身分がｼﾝﾌﾟﾙに」
「標準ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ定款　第7条　会員身分　第1節―全般的資格条件」の変更

「一般に認められた有益な事業や専門職の所有者、共同経営者（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）、法人役員、支配人のいづれかで
ある事」との条件が削除された。これは「誰でも入れる」という事ではなく「善良さ、高潔さ、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
を身をもって示し職業上及び地域社会で良い評判を受けており地域社会及び世界において奉仕する意欲のあ
る成人によって構成される」と変更されたものであり、それは各ｸﾗﾌﾞの裁量に委ねられるものである。
※「例会の開催に柔軟性が」
「標準ﾛｰﾀﾘｰ定款第6条」「ｸﾗﾌﾞを月2回の例会を開くものとする」とされたが、これは「毎週が基本であり、
それ以外の頻度を細則に定めなくてもよい」という事である。又、「例会取消しの規定の改正」があり、国
民の祝日がその週にあれば休会してもよい事になる。
※「新会員に対しての入会金」
「ｸﾗﾌﾞ入会金の廃止」が採択され入会金の支払いを求める事が出来ない。又、毎年1＄の「人頭分担金」が
4＄に増額される。
※「ｸﾗﾌﾞの理事会･委員会構成」
「第10条　理事及び役員、ならびに委員会」となり「委員会の項目」が加わった。又、会計を理事会のﾒﾝﾊﾞｰ
となった。その他、多くの立法案が採択された。
P28
ﾛｰﾀﾘｰの友委員会委員長、一般社団法人ﾛｰﾀﾘｰの友事務所代表の橋本長平氏が6月末で退任し、後任は清水良
夫ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰが就任する。
※（縦組）
P4～8
2015年11月4日「第2750地区」で行われた山中伸弥教授の講演要旨。
「ﾋﾞｼﾞｮﾝを持つ事の大切さ」をご自身の挫折仕掛けた経験から述べている。又「ips細胞を使った再生医療
では日本は世界のﾄｯﾌﾟを走っている」と述べ、この技術を用いて「再生医療」と「新薬の開発」に取組む。
特に薬の開発では「難病に対する治療薬」や「ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病等、認知症の薬」を開発するとしている。
又、「日本の大学で最高ﾚﾍﾞﾙの研究支援体制と研究環境の整備」を目指し、足りない研究資金の為「寄付文
化を日本に広げる」為に努力している。
P24からのﾛｰﾀﾘｰｱｯﾄﾜｰｸの中P33
伊勢志摩ｻﾐｯﾄの中で鳥羽ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞも、会議に参加する各国の皆さんや観光客を迎える為に参加した「花いっ
ぱい運動」への活動が紹介されている。



バラが綺麗に咲いています。
高尾公園アオギリの丘へ皆さんどうぞお出かけ下さい。（管理人　矢野昌史）

■ アオギリの丘だより　2016.6.14


