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７月 小口年度がスタートしました。 

７月の誕生日 
 藤森郁男会員、小口武男会員、小口寿夫会員 
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７月６日、７月１３日、７月２０日例会 クラブ協議会 
 会長、役員の皆様から新年度方針などご挨拶を頂きました。 

■諏訪クラブの方針 
 ＲＩ・地区方針をふまえ、メンバー間の交流を通してリーダーシップや人格を育成し、 
 もって５大奉仕の実現を目指します。 
 １．親睦、意見交換など充実した例会の実現 
   （早朝例会２回、夜間例会５回ほか） 
 ２．会員増強４名 
 ３．山崎晃ガバナー補佐率いる諏訪グループ事業への協力（ＩＭ） 
 ４．諏訪グループと連携したアクトクラブの増強 
 ５．ロータリー財団、米山記念奨学会への協力 
 ６．ロータリー各種会合への積極的参加 
 ７．地域に根ざした奉仕活動の実践 

会長バッジの引継ぎ 小口武男会長挨拶 



２０１２－２０１３年度 諏訪ロータリー・クラブ役員の皆様（登壇順） 

小口武男会長 長田 司幹事 朝倉英仁会長エレクト 平林明副会長 

松下正樹会計 古屋了プログラム委員長 高橋正司会報・雑誌委員長 岡村裕司親睦委員長 

有賀昭彦職業分類委員長 藤森郁男会員選考委員長 三井章義ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 小口寿夫職業奉仕委員長 



２０１２－２０１３年度 諏訪ロータリー・クラブ役員の皆様（登壇順） 

小口秀孝新世代活動委員長 藤森和敏環境・地域問題委員長 三澤清司ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 山崎晃ガバナー補佐 

折井俊美ＳＡＡ 笠原宏文副幹事 岩波寿亮副ＳＡＡ 安川英昭監事 

藤森吉三監事 高田稚彦出席委員長 中島伸一会員増強委員長 



７月２７日例会 クラブ・フォーラム 
 ゲストビジターの太田蓮花さんより受入れ先のロータリークラブ 
 での経験、留学した大学院での経験について卓話頂きました。 
ゲストビジター：太田蓮花さん（2010-11年度ロータリー財団国際 
親善奨学生） 

留学先はオハイオ州のコロンバス 

ＷｏｒｔｈｉｎｇｔｏｎＡ．Ｍバナー 

私を受け入れてくれたロータリークラブはＷｏｒｔｈｉｎｇｔｏｎ 
ロータリークラブと言う名前で６６９０地区です。受け入れ
側のカウンセラーの方はウイリアムさんで、お世話になり
ました。Ｗｏｒｔｈｉｎｇｔｏｎ、Ｄｕｂｌｉｎロータリークラブではバ
ナーの交換を行いました。私の通う大学の規模は全米第
２位で学生数は２万人を超えています。（日本人は６９名）
私の学部は教育学部です。なぜ博士課程に進むべきか
と思ったのは、教員教育がアメリカでは優れていたからで
す。なぜなら日本では教員教育が弱いと感じているから
アメリカで教員教育を学びたいと思いました。最後にこの
奨学生になって良かったことはウイリアムさん始めいろん
な関係の方にお会いできたことです。 



８月 会員増強および拡大月間 
 
８月の誕生日 
 五味和人会員、三井章義会員 



８月３日例会 クラブ協議会 
 皆勤賞表彰を行いました。２０１１～１２年度の例会当日出席率 
 の第１位は河西正一会員の９７．７８％でした。 
【皆勤賞表彰者】 
◇ ２回：伊藤武利会員、岩波寿亮会員 
◇ ３回：古屋 了会員、笠原宏文会員 
◇ ７回：小口武男会員、関口良一会員、玉本広人会員、長田 司会員、八幡一成会員 
◇１０回：平林 明会員 
◇１４回：安川英昭会員 
◇１６回：朝倉英仁会員、河西正一会員 
◇１７回：折井俊美会員 
◇２１回：藤森和敏会員、山崎 晃会員 
◇２２回：藤森省作会員 
◇２６回：藤森貞雄会員、増澤洋太郎会員 
◇２７回：森 幸俊会員 
◇２９回：小林恭一会員 
◇３１回：有賀昭彦会員 
◇３３回：中島伸一会員 
◇３８回：藤森吉三会員 
◇３９回：山崎壯一会員 
◇４４回：太田信男会員、三井章義会員 



８月１０日例会 クラブ・フォーラム 
 会員増強及び拡大月間では会員増強委員会、会員選考委員会、 
 職業分類委員会が合同でグループ討議を実施しました。 
 ゲストビジター 東京ＲＣ 中澤忠義会員  

◆ グループ討議結果の発表 
三宅正人会員、高橋正司会員、古屋了会員、玉本広人会員、朝倉
英仁会員、岡村裕司会員の各グループリーダーより発表がありま
した。  



８月１７日納涼例会 
 会員ご家族、諏訪ローター・アクト・クラブの皆様をお招きして 
 納涼夜間例会を盛大に開催しました。 



８月２４日早朝例会 クラブ・フォーラム 
 法光寺様の早朝例会にて、写経会、納経法要「東日本大震災 
 物故者慰霊及び復興祈願」を行いました。 

ゲストビジター：秦野ＲＣ 深石純一会長、江崎正二幹事、松田浩
一姉妹クラブ委員長、福森登姉妹クラブ副委員長 

秦野ＲＣは１９８５年の５月にこの地で諏訪ＲＣと姉妹クラブの締結をして２
７年間お世話になっています。９／２２、２３の。「秦野たばこ祭り」には是非
多くの方に来ていただき親交を深めていきたいと思います。 

◇ 写経会 心身を清め、心静かに写経し本堂に納経しました。  
◇ 納経法要  東日本大震災物故者の各霊位ならびに東日本大震災復興祈願、長野県 
  栄村大地震復興祈願、先立たれたロータリー会員物故者に対し執り行われました。 
◇ 法光寺の小口秀孝住職に「閻魔様と地獄絵について」卓話頂きました。  



９月 新世代のための月間 

９月の結婚記念日 
 榎田誠一郎会員 
 
９月の誕生日 
 山崎壯一会員 



９月７日例会 クラブ・フォーラム 
 小池宏明諏訪ローター・アクト・クラブ会長をお迎えし、 
 諏訪ローター・アクト・クラブの活動報告をお聞きました。 

ゲストビジター：小池宏明 諏訪ローター・アクト・クラブ会長 

関口良一 新世代奉仕副委員長 玉本広人 地区ローターアクト委員長 

今期の会員数は男性４名、女性３名で活動しています。 
【クラブの重点目標】 
「お世話になっている人に感謝し、積極的に交流する」では、諏訪
郡のロータリークラブの例会に参加し皆様と交流してまいります。 
「体験型の例会を積極的に取り入れる」では、会員が減少してい
るので一般の方も自由に参加できるような体験型の例会を開催し
会員の増強をしてまいります。 
「地区ホストに向けた会員の増強」では、再来年は地区ホストにな
りますが、それまでに会員の増強をしたいと思います。 



９月１４日ゴルフ例会 
 絶好の天候の下、諏訪湖ＣＣにてゴルフ例会を盛大に開催しま 
 した。 優勝：高橋正司会員（ＮＥＴ ７１．４） 



９月２１日早朝例会 クラブ・フォーラム 
 ２０１４年冬季ソチパラリンピック強化選手の小池岳太さんをお迎 
 えし、パラリンピック出場に向けた活動について卓話頂きました。  

ゲストビジター：2014年冬季ｿﾁﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ強化選手 小池岳太さん 

 現在の喫緊の課題はもっと体を大きくしてパワーを上げることです。そのために冬の練
習までに如何に体を作るかが重要です。毎日ジムで筋力トレーニングを積み重ね、誤魔
化さずしっかり取り組むことが大事だと思っています。 
障害とパラリンピックの経験の中で一番大事だなあと感じたことは、地道にコツコツとやる
ことでしか成功はできないと感じました。私が活動できているのは、周りの皆さんに助けて
いただいて今があるということをけっして忘れてはいけないと思います。ソチのパラリン
ピックにもご声援いただければ嬉しいです。 



９月２８日 クラブ・フォーラム 
 富士見中学校の伏見之孝教諭をお迎えし、「いじめ対応事例を 
 通して感じた”大人にできること”」について卓話頂きました。 

ゲストビジター： 
 富士見中学校 伏見之孝教諭 
 ＮＰＯ法人子どもサポートチーム諏訪 小池みはる様 
 長野日報社顧問 伴在賢時郎様 

◆望ましい学校のスタンスとは 
「いじめはありません」というのではなく、「起きたら直ちに解決して
いる」「起きにくいように日々努力している」と言える学校が本物だ
と思います。解決とは、被害者が安心して学校生活を送れるよう
にすることです。 
◆子供が大人を信頼していれば・・・ 
苦しみを誰か大人に話します。解決はここから始まります。①地
域の大人との登下校時のあいさつ。②地域行事等での模範的に
活力ある動き。③深い経験と広い見地からのアドバイス。 
職場体験学習でもお世話になっていますが、皆様のご指導を受け
る中で大人への信頼感が高められると思います。 



１０月 職業奉仕・米山月間 

１０月の結婚記念日 
 小出裕之会員、小口武男会員、尾町毅会員、有賀昭彦会員、 
 河西正一会員、太田信男会員、増澤洋太郎会員、伊藤武利会員、 
 三澤清司会員、小林恭一会員、長田司会員、朝倉英仁会員 
 
１０月の誕生日 
 榎田誠一郎会員、有賀昭彦会員、伊藤武利会員 



１０月５日夜間例会 クラブ協議会 ガバナー補佐事前訪問 
 諏訪グループ 山崎晃ガバナー補佐をお迎えし、諏訪ローター・ 
 アクト・クラブと合同でクラブ協議会を開催しました。 

ゲストビジター： 
 ２０１２―２０１３年度ガバナー補佐 山崎晃様 
 諏訪ローター・アクト・クラブ：永山奈美さん、宮原亜衣さん、 
 岩波龍一さん 

２０１２－２０１３年度諏訪グループ山崎晃ガバナー補佐 事前訪問 
ロータリーは政治色を出さない考えと聞いています。国の政策が
ハッキリしなくては民間企業、特に中小企業はどうにもならないと
思っています。私の経験ですが、昼の経済が元気な所は夜の経済
も元気であることを実感します。産業を時代の変化に対応した業種、
業態にし、人の居る所に行って商売するか、人を呼んで来て商売
する事ではないかと思います。政治行政の戦略的施策と個人の時
代変化への対応が重要でないかと感じます。我々ロータリーも若
手会員他（この他が重要）を増やし元気にしたいと祈念します。 



１０月１２日例会 クラブ・フォーラム 
 東京大学大学院の宮川清教授をお迎えし、「大学教育における 
 職業奉仕の導入の試み」について卓話頂きました。 

ゲストビジター：東京大学大学院医学系研究科 宮川清教授 

総合的な教育改革で重要な課題はギャップターム「間の期間」ということ
で、専門的な教育が始まる間に精神的、社会的等何らかの教育が必要
であるという議論が出ています。そのギャップタームを導入するにあたり、
学生体験プログラムを本年８月から導入しています。その趣旨は、 
・教育目標を達成することを目指す。 
・ギャップタームの検証も視野に入れる。 
・責任者として教員が配置されるが、個人評価は行わない。 
具体的な内容は、 
・ボランティア社会貢献活動 
・国際交流体験活動 
・インターシップ 
・農林水産業 
・自然体験 
・地域体験活動 
長野県においては、東御市の自治体、地域振興団体、介護福祉施設、
健康増進機関で体験を通じて社会を学ぶ活動があります。 



１０月１９日例会 クラブ協議会 ガバナー公式訪問 
 島田甲子雄ガバナーに公式訪問いただき、ＲＩテーマに基づいた 
 地区方針および行動計画について卓話頂きました。 

ゲストビジター：島田甲子雄ガバナー、山崎晃ガバナー補佐 



１０月２６日例会 クラブ・フォーラム 米山月間 
 米山奨学会委員会 早出由男委員長と米山奨学委員会カウンセ 
 ラーの三井章義会員から米山奨学会への特別寄付のお願い、 
 米山記念奨学会の概要・特徴などについてご講話頂きました。 

今年度の米山奨学会への特別寄付をお願いしたいと思います。
米山奨学会とはどのようなものか、寄付金は何に使われるのか、
ロータリーの奉仕の精神につながるものなのかということを皆様に
ご理解いただき、その上でご寄付を頂きたいと考えています。 

米山奨学会はカウンセラー制度、世話クラブが特徴です。日本で
最大の規模を誇るのが米山奨学金です。世の中には出し放しにし
ている奨学会がかなりありますが、米山奨学会はカウンセラーに
よる心のケアや教育、世話クラブによる例会招待による教育が彼
らに良い影響を与えています。 
 制度が始まって６０年経ちますが、成果としは３年目になるホー
ムカミング制度がありますし、各国では奨学生が各界で重要な地
位を占めています。また、学会、教育界でも成果を上げています。
韓国の駐日大使はここ３代米山奨学生です。奨学会を通じてそれ
ぞれの国の理解が深まり平和につながると良いと思います。 



１１月 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間・世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄ週間 

１１月の結婚記念日 
 山崎壯一会員、高橋正司会員、安川英昭会員 
 
１１月の誕生日 
 関口良一会員、平林明会員、加藤明博会員、安川英昭会員、 
 高田稚彦会員、尾町毅会員、岩波寿亮会員、藤森吉三会員 
 
新入会員 

川村総一朗君 



１１月２日例会 クラブ・フォーラム ロータリー財団月間 
 都筑文男直前ガバナーをお迎えし「ロータリー財団と未来の夢 
 計画」について卓話頂きました。 

ゲストビジター：都筑文男直前ガバナー 
「ロータリー財団と未来の夢計画について」 
１．ロータリー財団の設立 
２．ロータリー財団の使命 
３．他団体との比較（年次予算と補助金）、 
４．Ｒ財団２０１７年のビジョン 
５．「未来の夢計画」の目的 
６．「未来の夢計画」２つの特徴、 
７．Ｒ財団「未来の夢計画」の資金源 
８．補助金の活動主要分野 
９．成果あふれる補助金プロジェクト 
10．（新）地区補助金の申請 
11．グローバル補助金の申請 
12．重点分野、13．資金管理、14．参加資格要件 
15．参加資格認定の維持、16．地区ロータリー財団資料 
について説明頂きました。 



１１月１１日家族例会 バスハイク 
 バスハイク例会で東京浅草、スカイツリーを訪れました。 



１１月１６日例会 クラブ・フォーラム 
 ＮＰＯ法人「子どもサポートチームすわ」代表の小池みはる様を 
 お迎えし「不登校・ひきこもりの子供を支援して」のテーマで卓話 
 頂きました。 

ゲストビジター： 
ＮＰＯ法人「子どもサポートチームすわ」代表 小池みはる様 
長野日報社顧問 伴在賢時郎様 

◆私たちの活動について。 
日頃フリースクールに来る子供たちは月～金の９：００から１７：００までおり
ます。最初は母親が相談にみえ、話を聞き、フリースクールを希望する場合
は親子で話をします。相談の内容により学校や教育委員会、市の子供課と
連携をとったり、児童相談所や保健所と関係したりとケースバイケースです。 
◆これまでの課題。 
（１）フリースクールに対する行政的支援（金銭面）は何もありませんので、利
用者と会員の会費と寄付金、助成金で成り立っています。なんとか活動資金
を捻出しなければなりません。 
（２）小中学校の場合は学校になかなかうまく戻ることができません。理由と
しては学校とフリースクールの関係が対等でなく、開かれた関係になってい
ないことがあります。今後関係作りをしていかなければならないと思います。 



１１月３０日職場訪問例会 エルシーブイ株式会社様 
 職場訪問例会でエルシーブイ様を訪問し事業概要、スタジオ、 
 放送センターを見学しました。 

ゲストビジター：エルシーブイ株式会社伊藤敏昭取締役 

◆エルシーブイは創立から４１年目、自主制作番組をはじめて３３年になります。 
◆サービスエリアは諏訪６市町村と辰野町および塩尻市の一部です。 
◆サービスの内容はＴＶ、インターネット、コミュニティＦＭ、電話、データセンター事業があ 
  ります。 
◆コミュニティＦＭは２００７年に放送開始しました。日本のＣＡＴＶ会社でコミュニティＦＭを 
  兼ねているのは約４０社ありますが、信越管内ではエルシーブイだけです。 
◆自主放送は９ｃｈ、７１３、７１４ｃｈ、八ヶ岳ライブｃｈ、道路状況ｃｈ、天気ｃｈでＳＴＢを使っ 
  てご覧いただけます。１２月から道路状況ｃｈで新和田峠を追加します。 



１２月 家族月間 

１２月の結婚記念日 
 宮坂直孝会員、小口寿夫会員、岩波寿亮会員、折井俊美会員 
 
１２月の誕生日 
 河西正一会員、松下正樹会員、古屋了会員 



１２月７日例会 クラブ・フォーラム 
 関口良一会員より「２０１２年を振り返って」と題し「揺れ動く変化 
 の年」「変革の年」を振りかえり卓話頂きました。 

辰年は「揺れ動く変化の年」です。オバマ大統領の再選、ロシアでプーチン
大統領の返咲き、フランスではオランド氏がサルコジ大統領を破り当選。
女性の活躍では国民栄誉賞の吉田沙保里選手、サッカーのなでしこＪＡＰ
ＡＮがありました。歴史を見ますと辰年は１８６８年の明治維新、１９０４年
の日露戦争、１９５８年のサンフランシスコ講和条約締結、１９６４年の東京 

オリンピック、１９７６年のロッキード事件、２０００年のシドニー五輪で高橋尚子さんの金メダル、
白川英樹さんのノーベル化学賞がありました。今年もあらゆるジャンルで大きな事が起きました。 
・１月、男子中学年自殺問題で揺れた大津市長選挙 
・３月、金星、月、木星がほぼ等間隔で一直線に並びました。 
・５月、金環日食が９３２年ぶりに広域で観測 
・６月、オウム真理教事件関係者が全員逮捕、金星が太陽の表面を通過しました。 
・７月、ソユーズで国際宇宙ステーションに星出彰彦さんが滞在、ヒッグス粒子発見、ロンドンオリ 
     ンピックが開幕しました。 
・８月、参院で消費税の増税法案が可決成立、金星が月に隠れる金星食がありました。 
・１０月、山中教授にノーベル賞が与えられました。 
・１１月、野田首相、安倍自民党総裁との党首討論衆院定数削減論議、星出さんは４か月の宇宙 
     滞在を終え無事帰還しました。 
・１２月１６日、衆議院選挙と第三極 ・・・ 等々わかりやすく解説頂きました。 



１２月１４日例会 クラブ・フォーラム 年次総会 
 河西正一選考委員長より次期副会長、次期副幹事を、朝倉英仁 
 会長エレクトより次期役員が発表されました。 

早出由男次期副会長 玉本広人次期副幹事 

三井章義ロータリー情報委員長に会員セミナーを実施頂きました。 

ロータリーの誕生、ロータリーの綱領、ロータリーの
標語についてわかりやすく講話いただきました。 
※「大連宣言」の第二標語の和訳について 
 「自ら利するに先立ちて他を益せむことを願う。 
      最も能く奉仕する者、最も多く満たされる」 



１２月２１日 クリスマス家族例会 
 山崎晃ガバナー補佐に公式訪問頂き、会員ご家族をお招きして 
 クリスマス例会を華やかに開催しました。 



１月 ロータリー理解推進月間 
１月の結婚記念日 
 松下正樹会員、藤森貞雄会員 
 
１月の誕生日 
 小林恭一会員、藤森貞雄会員、藤森和敏会員、増澤洋太郎会員、 
 小口秀孝会員 



１月１１日新年例会 年頭あいさつ 
 
 
 
 
 
 山崎壯一会員、小口武男会長から 
 年頭あいさつを頂戴しました。 

年男（巳年）岡村裕司会員から卓話を頂きました。 
２０１３年の旅行動向について 
東京首都圏はスカイツリー、東京駅舎の改装、ディズニーランドの
開園３０周年、銀座歌舞伎座のこけら落としがあります。伊勢神宮
は２０年に一度の遷宮、出雲大社は６０年に一度の遷座祭があり
ます。トピックスでは列車で九州を２泊程度で周遊する旅、大河ド
ラマに合わせ会津、瀬戸内海では瀬戸内国際美術祭２０１３があ
ります。海外に関しては熟年を中心に南米イグアスの滝、マチュピ
チュ、ギアナ高地のテーブルマウンテンに人気があります。 



１月１８日例会 クラブ・フォーラム 年頭所感 
 山田勝文諏訪市長をお迎えし、年頭所感をお話し頂きました。 

ゲストビジター： 
 諏訪市長 山田勝文様、諏訪市総務課 後藤慎二様 

立川流棟梁の立川和四郎は「私は諏訪が好きだから」と言って諏訪へ帰り、十王堂、
手長神社、諏訪大社上社、諏訪大社下社秋宮の建て替えを請け負いました。 
第五次諏訪市総合計画は１０年の構想で５年づつ前期と後期に分け毎年ローリング
しながら実施計画を作ります。基本構想は「自然の恵みと地域の活力が調和する 
やさしさとふれあいのまち諏訪」としています。 



１月２５日例会 クラブフォーラム ＩＭを前に 
 ２月１７日のＩＭの成功を期し、運営の詳細、プログラム、各担当 
 別に打ち合わせを行い、ＩＭに向け意識合わせをしました。 

【ＩＭアルバム 平成２５年２月１７日】 



【ＩＭアルバム 平成２５年２月１７日】 



２月 世界理解月間 
２月の結婚記念日 
 藤森郁男会員、加藤明博会員、玉本広人会員 
 
２月の誕生日 
 三澤清司会員、宮坂直孝会員、藤森省作会員、八幡一成会員 



２月１日例会 クラブ・フォーラム ロータリー理解推進月間 
 ロータリー情報委員会 三井章義委員長よりロータリー用語と 
 その翻訳についてご講話頂きました。 

・“Service Above Self”の和訳について 
・次年度ＲＩ会長からの次年度テーマについて 
・「ロータリーの綱領」から「ロータリーの目的」への 
 変更について 
・「奉仕の理想」から「奉仕の理念」への変更について 
・“He Profits Most Who Serves Best”の和訳について 
・ロータリー財団の計画“future vision”の和訳について 

新「ロータリーの目的」 
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の
各項を奨励することにある。 
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として 
    ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。（旧：その業務を品位在らしめること） 
第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念（旧：理想）を 
    実践すること。 
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 
付記 「ロータリーの目的」の４つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなければならない 
    ものであるということで、ＲＩ理事会の意見が一致した。 



２月８日例会 クラブ・フォーラム 新入会員卓話 
 北川和彦会員より「子どもの虐待の現状と予防」について卓話 
 頂きました。 

日本子ども虐待防止学会の広報委員長を務めています。 
子どもをとりまく暴力として・夫婦間暴力（子どもが見てい
る）・児童虐待、いじめ、教師の暴力、性的虐待・高齢者
虐待（子どもが見ている）があります。 
子供の虐待の中には、身体的虐待、ネグレクト（育児放
棄）、心理的虐待、性的虐待、ＤＶの目撃も虐待でありま
す。 

虐待が引き起こす問題は、身体症状、精神症状、適切な心理療法を受けても回復するま
でには長い年月を要します。 
子どもの虐待の現状は、児童虐待相談対応件数は増加にあり、平成23年度の件数は
59,862件でした。死亡事例は平成22年度45例です。 
児童虐待の起こる背景にはハイリスク原因（望まない妊娠、未熟な親、親の性格、家庭
内暴力、経済不安、等）世代間連鎖（人を信用できない、子どもの愛し方がわからない、
等）があります。 
予防としては、地域の連携を深める、子どもの虐待プログラムの活用、親への支援が必
要とされます。 



２月１５日例会 クラブ・フォーラム 世界理解月間 
 スウェーデン・ストックホルムからオーケ様をお迎えし、「世界に 
 広がる日本酒の魅力」について卓話頂きました。 

ゲストビジター： 
 スウェーデンからオーケ様、カーレ様、通訳のキース様 

私の仕事は、日本酒、焼酎、ビール、ワイン等を日本から輸入して販売しています。会社
の名前は「ＡＫＥＢＯＮＯ」で１９９７年に創めました。２０１１年には、酒造組合より「ＳＡＫＥ
ＳＡＭＵＲＡＩ」の名を受けました。その目的は、海外で日本酒、焼酎をプロモーションする
というプログラムです。日本の企業は仕事ばっかりで疲れてしまいます。日本はそんなつ
まらない文化でないと思います。楽しんだり、食べたり、飲んだり、新しいものを開発した
り、全てを感じなければいけないと思います。日本酒はその中の一つの大事なものです。
日本酒がわかれば日本がわかると考えています。 



２月２２日例会 クラブ協議会 上半期会計報告 
 会計の松下正樹会員から上半期の会計報告を頂きました。また、 
 「今年のあれこれ」について卓話頂きました。 

《上半期会計報告》 
収入の部： 前期繰越金、会費、入会金、ビジター会費、諏訪グループ協力金。 
支出の部： ＲＩ分担金、地区関係分担金、全国関係、クラブ活動費、クラブ運営費。 
《２０１２～２０１３年度 諏訪ロータリークラブ奉仕活動会計報告》 
収入の部： ニコニコＢＯＸについて。 
支出の部： 新世代・ローターアクト、環境・地域問題について。 
ニコニコＢＯＸについては引き続き積極的なご協力をお願いします。 

卓話 「今年のあれこれ」 
 ・今年の干支について 
 ・安倍政権の目指すもの 
 ・３月に就任する日銀総裁は誰 
 ・為替相場の行方について 
 ・株価動向について 
 ・金利動向について 
 ・株価と景気について 



３月 識字率向上月間・世界ローターアクト週間 

３月の結婚記念日 
 中島伸一会員、高田稚彦会員、古屋了会員、早出由男会員 
 
３月の誕生日 
 朝倉英仁会員、玉本広人会員、高橋正司会員、山崎晃会員、 
 竹上幸浩会員、北川和彦会員、早出由男会員 



３月１日例会 クラブ・フォーラム 新入会員卓話 
 ぬのはん総料理長 加藤明博会員による「男の料理教室」で 
 「鯵のつみれ汁」作りを拝見しました。 

加藤明博会員の卓話 宮崎友宏料理長さんと 熟練の包丁さばき 

技が光る鯵の三枚おろし 白髪葱を添えてつみれ汁
の完成 

料理談義に花が咲いて 



３月８日例会 ＩＭ打ち上げ、ローターアクトとの合同夜間例会 
 諏訪グループのＩＭが当クラブ主催により立派に出来たことと、 
 具体的な奉仕活動が出来ることを祈念して乾杯しました。 
ゲストビジター：講師の内田良子様、小池みはる様、伏見之孝様、伴在賢時郎様 
 アクト演奏指導者の安川桃様、安川あんな様 
 諏訪ＲＡＣの小池宏明様、永山奈美様、宮原亜衣様、中村貴帆様 
 ロータリー事務局の小口文子様 



３月１５日 クラブ・フォーラム 社会奉仕委員会 
 宮坂医院の宮坂圭一先生をお迎えし、「精神・知的障害者の現 
 状」について卓話を頂きました。 
ゲストビジター：宮坂医院 宮坂圭一先生 
諏訪地域における精神・知的障害者の現状や経過についてお話をします。 
「この街福祉会」は行政との対応、補助金の支給を受けることについて難儀しました。地
域の皆様の了解を得るためには、障害を持っている人を理解してもらうまでに相当の時
間がかかります。諏訪だけとか茅野だけとかでなく諏訪圏内を考えた施設作りをしていか
ないといけません。小規模な施設を作るより大規模施設を一つ作ることの方が経営的に
も効率的ですが、地域全体に散りばめた方が良いと考え事業をしています。 

清水学園は建て替えを計画していますが、現実
的には行政毎の市長さんの賛成が得られな
かったことから、諏訪市単独での動きとなってい
ます。各行政に障害者施設はありますが、この
ような重度障害者を預かる施設は清水学園だ
けですのでそれを理解していただきたいと思い
ます。 
今後ともご協力を宜しくお願いします。 



３月２９日例会 予測アンケート 
 「第２２回２０１２年予測アンケート結果発表と次年度出題」 
 太田信男会員より結果の講評を頂きました。最高得点者は１３ 
 問正解した長田司会員と三澤清司会員でした。また、２０１３年 
 の予測アンケートの出題とヒントを頂きました。 

①この夏の参議院議員選挙で自民党の議席数はどうなるか？ 
②参議院議員選挙の結果、自民党と公明党は参議院でも過半数を取ることができるか？ 
③９月のドイツの選挙でメルケル首相は再選されるか？ 
④東証平均株価（日経平均）の年内最高値は？ 
⑤東証平均株価（日経平均）の再安値は？ 
⑥東京外国為替市場で年内の対ドル相場の最高値は？ 
⑦東京外国為替市場で年内の対ドル相場の最安値は？ 
⑧東京外国為替市場の年末の対ドル相場は？ 
⑨ロシアで開催される第１４回世界陸上競技選手権大会で日本は金銀銅のメダルを何個取れるか？ 
⑩９月７日アルゼンチンのブエノスアイレスで開催されるＩＯＣ総会で２０２０年の夏季オリンピック開催地
が決まるが、東京は開催地となるか？ 
⑪石川遼選手は今年こそＰＧＡメジャーで１勝できるか？ 
⑫タイガーウッズは今年メジャーで１勝できるか？ 
⑬２０１４年１月２日、３日の東京箱根往復大学駅伝競走で日本体育大学は連覇を達成できるか？⑭プ
ロ野球セ・パ優勝チーム、日本シリーズ優勝チームは？ 



４月 雑誌月間 

４月の結婚記念日 
 藤森和敏会員、藤森省作会員、北川和彦会員、森幸俊会員、 
 関口良一会員、山崎晃会員 
 
４月の誕生日 
 長田司会員、笠原宏文会員、森幸俊会員 



４月５日例会 クラブ・フォーラム ロータリー雑誌月間 

会報・雑誌・広報委員会メンバーより「ロータリーの友」の中から印
象に残ったもの、勉強になったものを紹介させていただきます。 
《ロータリーの友１１月号３８頁ＲｏｔａｒｙＭｏｍｅｎｔ「私がロータリーに
はまり始めたわけ」より》 
ロータリー生活への不安が少なくなりました。今後は投稿者のよう
にロータリー生活をエンジョイしたいと思います。 
《ロータリーの友１月号⑰頁友愛の広場「日本人のＤＮＡ」より》 
東日本大震災以降「ロータリーの友」には復興支援の記事が多くを
占めています。震災直後は人・物・金の支援がほとんどでしたが、こ
れからは今まで以上に被災者の「心の復興支援」が必要になってい
ると思います。 
《ロータリーの友３月号４０頁ＲｏｔａｒｙＭｏｍｅｎｔ「北からの親書、国
境を越えたロータリー精神」より》 
北朝鮮より日本語で書いた手紙を出されたことも驚きで、それに答
えられた丸茂先生の行動はロータリー精神の規範ともいうべきもの
でした。 
 



４月１２日例会 クラブ・フォーラム 新入会員卓話 
 「マナーは相手を思いやる気持ち」をテーマに尾町毅会員と 
 岩下宣子先生に卓話頂きました。 

ゲストビジター： 
 岩下宣子先生（マナーデザイナー、現代礼法研究所代表） 

私は新渡戸稲造が「武士道」の中で言っている「マナーは
愛」という言葉が大好きです。真の礼儀とは、相手に対する
思いやりの心、それが外にあらわれたもの。礼儀の最高の
姿は、愛と変わりありません』本当のマナーとは、私がこの
方だったらどんな言葉を掛けたらほっとしていただけるの
か、お役に立つのか、喜んでいただけることになるのか、
自分のことは少し脇に置いて相手の立場、相手の気持ち
になって考える、思いやりの心が外に表れたものが礼儀の
最高の姿と変わりないということです。世界で活躍されてい
る皆様ですから、ぜひプロトコールをご理解いただき、また
日本の礼法も伝えていただきたいと思います。マナーは愛、
思いやりの心の表現、それは脳を活性化します。情けは人
の為ならず、マナーは自分のために大事です。 



４月１９日 花見家族例会 
 山崎晃ガバナー補佐に公式訪問頂き、会員ご家族をお招きして 
 花見例会を華やかに開催しました。 



４月２６日例会 クラブ・フォーラム 新入会員卓話 
 中部電力(株)諏訪営業所長の三宅正人会員に「再生可能エネ 
 ルギーについて」卓話頂きました。 

《テーマ１：再生可能エネルギーの現状と将来性》 
太陽光発電・風力発電のポテンシャル、風力発電・洋上風力・
地熱発電の現状、バイオマス発電の特徴、各電源の発電コス
ト、新エネルギーのエネルギー密度、新エネルギーの出力安
定性、周波数変動の課題、新エネルギー導入課題、太陽光発
電の大量普及時の課題、電圧上昇への対策、出力変動・余剰
電力対策。 

《テーマ２：エネルギーの現状と課題》 
日本のエネルギー事情、エネルギーリスク、化石燃料輸入の中東依存と発電電力量構
成比の推移、原油価格の推移、世界のエネルギー消費の見通し等について説明いた
だきました。 
《まとめ》 
電力供給に関する基本スタンスは、Ｓ（安全）＋３Ｅ（安定性・経済性・環境性）の同時達
成です。これからもお客様の厳しい声に真摯に対応して参ります。 
ソチ冬季オリンピックを目指しているカーリング「チーム長野」へのご声援をよろしくお願
いします。 



５月 

５月の結婚記念日 
 笠原宏文会員、小口秀孝会員、藤森吉三会員、竹上幸浩会員、 
 八幡一成会員 
 
５月の誕生日 
 三宅正人会員、太田信男会員、岡村裕司会員 



５月１０日例会 クラブ協議会 関係団体活動報告 
 諏訪市スポーツ少年団の大輪本部長、ガールスカウト長野県 
 第７団の島田委員長をお迎えし、助成金の贈呈、並びに活動 
 報告を頂きました。 
ゲストビジター：諏訪市スポーツ少年団本部長 大輪芳宣様 
          ガールスカウト長野県第７団委員長 島田恵子様 

現在のスポーツ少年団で一番問題になっているのは団員の
減少です。今年は「日独スポーツ少年団同時交流事業」に一
人送る事ができることが出来ました。８月から１８日間派遣し
ます。諏訪市の子供たちがこれから体を動かしてどんどんス
ポーツをして頂く事をこれからも続けて行こうと思います。 

今日は写真で一年間の活動報告をさせて頂きます。高島城
祭の参加、「ガールスカウトの森」での植樹、キャンプ、落花生
栽培、抹茶体験、諏訪湖のゴミ拾い等の活動を実施しました。
お手伝い出来る事がありましたら、是非お声掛け下さい。 



５月１７日例会 クラブ・フォーラム 次年度に向けて 
 次年度会長、次年度幹事より所信、抱負をお話し頂きました。 

ゲストビジター：米山奨学生 王玉洪（おう・ぎょくこう）さん 

◆朝倉英仁次年度会長 
会員の皆様が多くの会員と語り合えたり、話が出来たり、ロータリーの例会で
その機会を得たりすることが必要だと思います。来年度は宿泊での例会で懇
親や親睦を泊まりで深めていきたいと考えています。工夫をした例会を積み重
ね「毎週参加をしたい、そこに行けば何かがある」と思える１年にしたいと思い
ます。 
◆笠原宏文次年度幹事 
米山奨学会、ロータリー財団は複数年の委員長でご苦労をおかけしますが宜
しくお願い致します。Ｃ．Ｌ．Ｐに沿ったクラブ組織に変更していきます。クラブ活
動を活性化するため同好会の立ち上げを考えて参ります。１年間よろしくお願
いします。 

◆諏訪東京理科大学経営情報３年の王玉洪と申します。私は中国北部の遼
寧省の丹東市から参りました。日本に来てこのような機会があることを大変う
れしく思います。諏訪の皆様は大変やさしくて、親しく接していただき、とても良
かったと思います。皆様２年間どうぞよろしくお願い致します。 



５月２４日ゴルフ例会 
 絶好の天候の下、諏訪湖ＣＣにて５組１７名が参加し、大熱戦が 
 繰り広げられました。 優勝：高橋正司会員（ＮＥＴ ７４．２） 



５月３１日例会 クラブ・フォーラム 新入会員卓話 
 新産工業(株)代表取締役の川村総一朗会員に「私の生まれた 
 昭和４４年の出来事」について卓話頂きました。 

私は昭和４４年８月に諏訪市本町で生まれました。同じ年の有
名人には、橋下徹大阪市長や後藤田正純衆議院議員やプロ
ゴルファーの丸山茂樹選手、藤田寛之選手などがいます。 
我社は昭和３８年５月に諏訪市２丁目にて精密機械、工作機
械の販売を目的に父の川村進が個人創業しました。昭和４５
年には株式会社化し現在に至ります。 

私の生まれた昭和４４年の１月１８日には東大安田講堂攻防戦がありました。同年２月
にはボーイング７４７型機の初飛行がありました。３月２日には中ソ国境紛争がありまし
た。３月８日にはイタリアのエトナ火山の噴火がありました。４月２８日にはシャルルド
ゴール大統領が辞任しました。６月には「前年のGNPが世界第２位になった」と発表され
ました。６月１２日には日本初原子力船「むつ」の進水式がありました。７月２０日にはア
ポロ１１号が月面着陸しました。１０月１日には宇宙開発事業団（ＮＡＳＤＡ）が発足して
います。１１月２１日にはニクソン、佐藤共同声明が発表され３年後に沖縄が返還され
ました。私も今年４４歳になります。これまでの先輩の方々が作られてきた社会を踏襲し
ながらもっと勉強をし、自分の世界を広げていきたいと思います。そして、ロータリアンと
して社会に貢献できる人間になっていきたいと思っております。 



６月 ロータリー親睦活動月間 
６月の結婚記念日 
 三宅正人会員、平林明会員 
 
６月の誕生日 
 中島伸一会員、折井俊美会員、小出裕之会員 
 
新入会員 

小平直史君 



６月７日例会 クラブ・フォーラム 新入会員卓話 
 三井住友銀行諏訪支店長の小出裕之会員より卓話頂きました。 

ゲストビジター：米山奨学生 王玉洪（おう・ぎょくこう）さん 

「三井グループと住友グループ」 
私が秘書室を２年間経験した時の私見ですのでお含み置きください。三井グ
ループの開祖は「三井高利」、家訓は「宋竺遺書（すうじくいしょ）」に実践的な
内容でまとめられています。住友グループの開祖は「住友政友」、家訓は「文殊
院旨意書（もんじゅいんしいがき）」です。一般的に雅で粋な三井家、質実剛健
な住友家というのが家風であると言えます。現代において旧財閥系グループ
の存在意義について考えると、家風が一つのキーワードになると思います。も
はやグループ内で事業を進めたりすることは無くて、各社それぞれに事業を進
めています。経済合理性が優先される中で、グループ企業だからと言っても事
業上のアドバンテージはほとんどありません。グループの存在意義について私
は、ガバナンスの正常維持のための機能なのではないかと思います。社長会
は三井家、住友家の家訓に触れ、その雰囲気、規範を維持し行動を律するメ
カニズムになっていると思います。 

最近学校で力を入れていることをお話しします。総合演習という講義あり、私の
チームは「ズーラ」の体験企画案に取組んでいます。私たちはウオークラリー
を企画しています。私たちの企画は諏訪湖周辺で歩きながらゲームをするもの
です。いろいろ難しいことがありますが諦めずに最後まで取組たいと思います。 



６月１４日 創立記念日例会 創立５６周年記念 
 創立５６周年を迎え、小口年度をスライドで振り返りました。 

今日は創立記念日例会です。会報、雑誌、広報委員会が担
当させていただきます。今年度も後僅かになりましたが多くの
皆様にお世話になり、会報ハガキでは途中で業者が変わる
変化がありましたが無事継続できました。創立記念日に当た
り何にしようか、前回担当例会があったばかりでしたのでいろ
いろ話し合い、１年を遡り小口年度を振り返って頂こうというこ
とに致しました。スライドをご覧いただき思い出して頂きたいと
思います。 
 もう一つ、「会長告知編」をホームページに掲載しますので
是非ご覧頂きたいと思います。 



間もなく、朝倉英仁会長の２０１３－２０１４年度
が始まります。 
諏訪ロータリー・クラブは「ロータリーを実践し、
みんなに豊かな人生を」の気持ちを持って新た
な年度を迎えましょう。 

ご清聴ありがとうございました。  

２０１３－２０１４年度ＲＩテーマ 


