
～２０１３－２０１４年度を振り返って～ 

創立５７周年 

２０１４年６月１３日 創立記念例会 

会報・雑誌・広報委員会 



７月 新年度スタート 

新会員 

松田好功君 大和眞史君 

７月の結婚記念日 
川村総一朗会員 

７月の誕生日 
藤森郁男会員、小口武男会員 

－１－ 



７月５日例会 クラブ協議会 

朝倉英仁会長より活動方針をお話いただき新年度のスタートを
切りました。 
また新年度スタートにあたり、森幸俊ＣＬＰ研究会委員長、小口
武男直前会長、増澤洋太郎米山奨学会委員長、山崎晃職業分
類委員長からご挨拶をいただきました。  
２０１３年～２０１４年度のＲＩテーマは”Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ”「ロータリー

を実践し、みんなに豊かな人生を」です。ロンＤ・バートン氏がＲＩの本年度のテーマに
掲げる「ロータリーを実践し」とは五つの価値観にもとづいた実践を指しています。それ
は「奉仕・親睦・多様性・高潔・リーダーシップ」です。また、本年度も会員増強が大きな
テーマです。 

ゲストビジター  米山奨学生 王玉洪さん 

（30名出席 会長告知：会員の「絆」） 

－２－ 



７月１２日例会 クラブ協議会 

諏訪グループ 遠藤真人ガバナー補佐をお迎えし、クラブ協議
会を開催しました。 
また新年度スタートにあたり、平林明会長エレクト、三澤清司
ロータリー財団委員長、古屋了親睦・クラブ親善委員長、有賀
昭彦会員選考委員長からご挨拶をいただきました。 

ゲストビジター  ガバナー補佐 遠藤真人様 ガバナー補佐事務局幹事 小池富彦様 
           副幹事 五味由美様 

ロータリーの中で出会いを大切にしてそれを生かす心得は
「一期一会」を大事にすることだと思います。この気持ちを常
に持っていれば知らないうちにメリットが自分の周りに寄って
くるものと確信します。縁あって知りあった仲間を一生大事に
していきたいと思っています。 

（26名出席 会長告知：ｶﾞﾊﾞﾅｰの公式訪問 ﾛｰﾀﾘｰ情報：専業主婦の入会） 

＜遠藤真一ガバナー補佐＞ 
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７月１９日例会 クラブ協議会 

ゲストビジター  諏訪大社ロータリークラブ ＲＹＬＡ副実行委員長 山谷恭博様 
           運営部会委員長 代田公博様 

新年度スタートにあたり、藤森和敏職業奉仕委員長、松田好功
会計、岩波寿亮社会奉仕委員長、北川和彦国際奉仕委員長、太
田信男会員増強副委員長、竹上幸浩青少年奉仕委員長、玉本
広人副幹事、河西正一ＳＡＡ、安川英昭監事、伊藤武利副ＳＡＡ、
加藤明博出席委員会委員、三宅正人プログラム副委員長、小口
秀孝会報・雑誌・広報委員長からご挨拶をいただきました。 

諏訪大社ロータリークラブＲＹＬＡ副実行委員長 山谷恭博様よ
り第２５回ＲＹＬＡ、テーマは「ふるさと 信州の力」のＰＲをいただ
きました。 

（31名出席 会長告知：ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾞﾗｲﾀﾞｰ ﾛｰﾀﾘｰ情報：奉仕の出席要件） 
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７月２６日例会 クラブ協議会 

宮坂宥洪ガバナーに公式訪問いただき、ロータリークラブについ
て卓話いただきました。 

ゲストビジター  ガバナー  宮坂宥洪様 ガバナー補佐 遠藤真人様 
           富士見ロータリークラブ幹事 小池富彦様 
           地区青少年奉仕委員会委員長 柳澤光臣様 

ロータリーのブランド強化、ロータリー
とは何であり、何をしている団体なの
か。誇り高き職業人の集まりとして、
ロータリーのブランドとは、皆様ひとり
ひとりのロータリアン自身です。 

（32名出席 会長告知：ﾛｰﾀﾘｰの認知度 ﾛｰﾀﾘｰ情報：衛星ｸﾗﾌﾞ他） 

－５－ 

＜宮坂宥洪ガバナー＞ 



８月 会員増強および拡大月間 

新会員 

伴在賢時郎君 加藤茂樹君 

８月の誕生日 
三井章義会員、五味和人会員、川村総一朗会員 
河口譲会員 
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８月２日例会 クラブ協議会 

ゲストビジター  東京日本橋西ＲＣ 中島武様 米山奨学生 王玉洪さん 

皆勤賞の表彰を行いました。１年間を通して当日出席の優秀者は、
１日欠席が関口良一会員、２日欠席が小口武男会員でした。 
【皆勤賞表彰者】 
◇ １年：三宅正人会員、加藤明博会員 
◇ ３年：伊藤武利会員、岩波寿亮会員 
◇ ４年：古屋 了会員、笠原宏文会員 
◇ ８年：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 
◇１１年：平林 明会員 
◇１７年：朝倉英仁会員、河西正一会員 
◇１８年：折井俊美会員 
◇２２年：藤森和敏会員、山崎 晃会員 
◇２３年：藤森省作会員 
◇２７年：藤森貞雄会員、増澤洋太郎会員 
◇２８年：森 幸俊会員 
◇３０年：小林恭一会員 
◇３２年：有賀昭彦会員 
◇４５年：太田信男会員、三井章義会員 

小林恭一会員 

（37名出席 会長告知：ｹﾞﾘﾗ豪雨） 
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８月９日例会 クラブフォーラム 

河口譲会員より新入会員卓話をいただきました。 

・2012～2013年度の会計決算報告、特別会計決算報告が資料に基づいて松田
好功会計から報告されました。 
・会計監査報告が河西正一ＳＡＡより行われ、拍手で承認されました。 
・引き続いて2013～2014年度予算について、本年度クラブ計画書Ｐ18～19の予
算書に基づいて松田好功会計から説明され、拍手で承認されました。 

「先輩社員のカレンダー」として１日～３１日まで日々違う言葉が掲げてあります。 

例えば「他人を幸せにできる人が幸せになる資格がある」「継続は力なり」等が私の
人生を大きく支えてくれた言葉です。また「人生は・げ・あ・た・ま・」という言葉がありま
すが、これは、人生はきはきと元気よく明るく楽しくやろうよ、というような言葉で私の
モットーとなっています。 

（33名出席 会長告知：ﾊﾞｽﾊｲｸのPR ﾛｰﾀﾘｰ情報：Ｅｸﾗﾌﾞ他） 
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８月１５日 招待行事 
秦野ＲＣの皆様と諏訪湖祭湖上花火大会（花火は荒天中止）を観覧
し懇親を深めました。 

－９－ 



８月２３日例会 家族例会（納涼） 
会員ご家族をお招きして、納涼夜間例会を盛大に開催しました。 
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９月 青少年のための月間 

９月の結婚記念日 
榎田誠一郎会員、加藤茂樹会員 

９月の誕生日 
松田好功会員 
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９月６日例会 クラブフォーラム 

遠藤真人ガバナー補佐をお迎えし、卓話をいただきました。 

ゲストビジター  ガバナー補佐 遠藤真人様 ガバナー補佐事務局 五味由美様 
           米山奨学生 王玉洪さん 

日本人の平均寿命は女性８７歳（世界１位）、男性は８０歳（同５位）だそうです。７０歳
を過ぎて妻に先立たれた夫のほとんどが５年以内に亡くなるようですが、反対に妻は
１５～２０年生きるとのことです。 
 また（信憑性はともかく）認知症になった場合、夫は最後までわかるのが妻の顔の
ようですが、妻の場合は夫の顔を最初に忘れるようです。 

（33名出席 会長告知：「日本の野山にｵｵｶﾐの群れを放て(1)」 ﾛｰﾀﾘｰ情報：「新世代」→「青少年」） 

１か月、中国に里帰りをしました。
物価が上がっていて驚愕しました。
また、海鮮と冷たいものを食べ
てお腹を壊したので皆さんも気
をつけてください。 

＜王玉洪さん近況報告＞ 
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９月１３日例会 クラブフォーラム 

諏訪ローターアクトクラブの皆様をお迎えし、合同例会が開催され
ました。  

ゲストビジター  諏訪ローターアクトクラブの皆様 

岩波龍一 諏訪ローターアクトクラブ会長から活動報告をいただきました。 

今後の予定ですが、アクトの日の聖母寮
訪問とボランティア活動、クリスマス例会、
年明けには海外研修、手話例会等を予
定しています。メンバーの増員強化が喫
緊の課題なので、是非皆様のご協力をお
願いします。 

（会長告知：映画「風立ちぬ」） 
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９月２０日例会 クラブフォーラム 

ＣＬＰに関して、ＣＬＰ研究会委員会 森幸俊委員長、三井章義会員
からお話をいただきました。 

地区ではＤＬＰ、クラブではＣＬＰということですが、クラブの活性化・効果的な運営に
ついて２００４年にＲＩが示してきたものです。内容としては、まず会員の増強と退会防
止が一つの大きなテーマとなっています。二つ目は広報活動をして欲しいということ
です。三つ目はクラブの中に管理委員会を作って欲しいということです。五大奉仕に
ついても奉仕委員会を作って運営するように示されています。こうしたＣＬＰに対応し
ているクラブも数多くありますが、諏訪クラブとしてＣＬＰを採用すべきかどうか、今後
しっかり見極めていきたいと思います。 

ＲＩの考え方は、ＤＬＰの延長線上にあ
るのがＣＬＰだということで、２００４年の
審議会標準プラン細則がＣＬＰになっ
ていますが、実態は採用の要否はクラ
ブ毎の方針で来ています。当クラブに
おいても必要に応じて採用の要否を見
極めていけばいいと思います。 

（30名出席 会長告知：「日本の野山にｵｵｶﾐの群れを放て(2)」 ﾛｰﾀﾘｰ情報：地区の最小単位変更） 
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９月２７日例会 クラブ協議会 

会員宿泊研修会が開催され、メンバー間の交流が深まりました。 
（会長告知：「肚を割る」） 
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１０月 職業奉仕・米山月間 

１０月の結婚記念日 
太田信男会員、有賀昭彦会員、増澤洋太郎会員
伊藤武利会員、小林恭一会員、三澤清司会員 
河西正一会員、長田司会員、朝倉英仁会員 
小口武男会員 

１０月の誕生日 
有賀昭彦会員、伊藤武利会員、小平直史会員 
榎田誠一郎会員 
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１０月４日例会 ゴルフ例会 

好天の下、諏訪湖ＣＣにて５組１７名が参加し、熱戦を繰り広げました。 
優勝 早出由男会員（ＮＥＴ ７２．６）  準優勝 高橋正司会員（ＮＥＴ ７２．６）  第３位 笠原宏文会員（ＮＥＴ ７３．６） 

（会長告知：諏訪湖CCの歴史） 
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１０月１１日例会 クラブフォーラム 

ゲストビジター  米山奨学生 王玉洪さん 

米山記念奨学会 三井章義常務理事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・特徴などについてお話いた
だきました。 
米山記念奨学会の目的は何だろうかと
考えますと、日本にいる外国人留学生
に対し奨学金を支給して留学の目的を
支援すると共にロータリーの理想とする
国際理解と親善に寄与すること、であり
ます。言い換えますと、将来日本と世界
を結ぶ懸け橋となって国際社会で活躍
し、更にはロータリー運動のよき理解者
となる人材を育成すること、であります。
米山基金が設立されて今年で６１年、大
変な成果が上がっており、最近５か年で
は１３～１４億円、当地区３千万円前後に
なっています。 

この成果についても少しお話しますと、卒
業生の皆様方が異口同音におっしゃるの
は、日本のロータリーに対する感謝の言葉
と、日本と母国の懸け橋になりたいというこ
とです。そして国際親善にも寄与したいと。
その実例が東日本大震災の際に海外の留
学生の皆様からいただいたご厚意でありま
す。学友の皆さんが日本や海外でロータ
リーの精神を発揮して下さっているというこ
とであります。 

（31名出席 会長告知：お泊り例会） 

－18－ 



１０月１８日例会 クラブフォーラム 

松田健一地区会員増強委員長をお迎えし、会員増強について卓話
いただきました。  

ゲストビジター  地区会員増強委員長 松田健一様 

ロータリー、人生を未来を夢を語り、クラブで互いに刺
激し合える仲間づくりが、人生の辛苦に耐えうる気力
を与え、生きがいを生じさせるのではないか、そのよう
なベースがあってこそ会員増強の源になるのではない
か、ということであります。 

若手の熱意ある会員をクラブの増強委員長にし、シニ
アのベテランの方々にはこれまで重ねた人生を語り、
その語りや行動を若い会員が見て、お互いを刺激し合
うということで、ぜひシニアのベテランの方々にはこれ
からも若者との接触をお願いしたいと思っております。 

諏訪ＲＣさん、伝統のある中、これからも活躍されるこ
とを願っております。 

（28名出席 会長告知：「日本の野山にｵｵｶﾐの群れを放て(3)」 ﾛｰﾀﾘｰ情報：ｶｰﾈﾙ･ｻﾝﾀﾞｰｽ） 
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１０月２５日例会 クラブフォーラム 

諏訪赤十字病院訪問看護ステーションの高橋光子看護師をお迎
えし、「訪問看護ステーションの働き」について卓話いただきました。  

ゲストビジター  諏訪赤十字訪問看護ステーション管理者 訪問看護認定看護師 高橋光子様 

「米山記念奨学会４，０００万円達成クラブ」感謝状 

諏訪赤十字訪問看護ステーションは、スタッ
フ１４名に依る全国でも大規模な施設で諏訪
市内の利用者は１００％受け入れ、特に主治
医との連携を密にしながら３６５日２４時間の
対応をしています。諏訪市の医療介護の現状
はまさしく在宅医療のモデル地区であり、在宅
療養支援診療所が県下で一番多く地域密着
型の医療が充実しています。 
 今後は自助・（互助）・共助・公助を基本とし
て、医療との連携強化、介護サービスの充実
強化、予防の促進、生活支援サービスの充実、
高齢者の住まいの整備等に視点をおいた地
域の包括ケアの取り組みが重要であると思い
ます。 

（34名出席 会長告知：地区大会 ﾛｰﾀﾘｰ情報：「ｶﾞﾊﾞﾅｰは魚のﾌﾞﾘのようなもの」） 
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１１月 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間・世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄ週間 

１１月の誕生日 
岩波寿亮会員、関口良一会員、平林明会員 
加藤明博会員 

１１月の結婚記念日 
高橋正司会員 
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１１月１日例会 クラブフォーラム 

ゲストビジター  諏訪東京理科大学 経営情報学部 経営情報学科教授 奥原正夫様 
           米山奨学生 王玉洪さん 

松田好功会員から「香港勤務」（１９９９年～２００２年）時の卓話を
いただきました。 

諏訪東京理科大学は地方の小さな大学です。敷居は低いの
で是非地域連携を進めたいと思っています。特に、これから
是非とも学生を巻き込んで地域の方たちと何かをやって行こ
うと思っています。その節はよろしくお願いいたします。 

私が香港・中国で最も勉強になったことは、現
地に赴任している日本人ビジネスマンの「強
い使命感」と「猛烈な働きぶり」です。香港勤
務は私の生き方、価値観、仕事観に大きな影
響を与えてくれました。仕事を通じて自己実現
する、自分らしく生きるということはどういうこと
なのか、本気で考え直した時期でありました。 

（33名出席 会長告知：「日本の野山にｵｵｶﾐの群れを放て(4)」 ﾛｰﾀﾘｰ情報：地区大会） 

－22－ 

奥原正夫様 



１１月９日例会 家族例会（バスハイク） 

バスハイク例会で東京へ、華麗な宝塚歌劇を観劇しました。  
ゲストビジター  会員ご家族 米山奨学生 王玉洪さん  
（会長告知：消防の日） 
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１１月１４日 図書贈呈 
教育支援事業として諏訪市の１１の小・中学校へ図書の寄贈を行い
ました。（※臨時会報発行） 
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１１月１５日例会 クラブフォーラム 

加藤茂樹会員より「ふるさと山口県～県歌をとおして～」の卓話を
いただきました。 

“県歌”には、詞に込められた郷土愛、残し
伝えていきたい遺産などがしっかり盛り込
まれているな、と感じました。“ふるさとは
遠きにありて思ふもの”、詩人・室生犀星の
有名な詩の一節が思い出されます。居住
した都道府県も“住めば都”で、土地土地
での様々な出会いや繋がりで魅力が増し
一層好きになって第二、第三のふるさとに
なって行く、という面もありますが、やはり
遠くに離れてはじめてわかる、“ふるさと”と
は心が落ち着くよりどころ、人生のまさしく
原点、中心に位置するもの、改めてそう感
じました。ここ諏訪が私のふるさとのひとつ
になるよう、その良さを公私ともにより多く
体感していければと思っています。 

（27名出席 会長告知：図書贈呈とﾊﾞｽﾊｲｸ） 

－25－ 



１１月２９日例会 クラブフォーラム 

諏訪市立豊田小学校の矢﨑恵実子教頭先生をお迎えし、「絵本を
楽しむということ」について卓話いただきました。 

ゲストビジター  諏訪市立豊田小学校教頭 矢﨑恵実子様 

絵本というとどうしても小さな子供や赤ちゃん
向けというイメージがあるかと思いますが、絵
本を楽しむのには（年齢の）下限はありますが、
上限はないということです。今ここにいる皆さ
んどなたでも、どの本でも楽しめるというふう
にお考えいただければと思います。 
 それから絵本は写真と違って、絵も語ってい
ますし、そこに言葉が付くことで余計に語られ
るものです。本当にいい絵本というのは芸術
だと思います。その素敵な一流のものに、子
供たちが赤ちゃんの頃から、そして学校で、家
庭で、社会の中で出会っていければいいと思
います。 

実際にいくつかの絵本を朗読いただきました。 

（34名出席 会長告知：「日本の野山にｵｵｶﾐの群れを放て(5)」 ﾛｰﾀﾘｰ情報：ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ選出方法） 

－26－ 



１２月 家族月間 

１２月の結婚記念日 
宮坂直孝会員、岩波寿亮会員、折井俊美会員 

１２月の誕生日 
河西正一会員、古屋了会員 

－27－ 



１２月６日例会 クラブフォーラム 

関口良一会員より 「２０１３年を振り返って」と題し卓話をいただき
ました。 
今年は暑さ、豪雪、豪雨、竜巻、スポーツ等記録的な年となりました。 
暑さでは、８月１２日に高知県四万十市で国内観測史上最高の４１．０度、飯田市南信
濃村で県内観測史上最高の３９．１度を記録しました。 
豪雨・台風では、８月１５日の諏訪湖上花火大会、雷雨で中止。１時間降水量は７４．
５ミリ（４７年の統計開始以降最大記録）でした。 
円相場では、１月２日の８６円５１銭から始まり、５月２２日には５年５ヶ月ぶりに１０３円
７３銭となりました。 
政治では、１月１１日に安倍内閣が緊急経済対策を閣議決定。２０．２兆円のアベノミ
クスで財政出動、大胆な金融緩和、成長戦略を発表し 
ました。 
その他、いじめ・体罰の問題、コンプライアンス問題、 
原発問題、海外との問題（尖閣諸島など）等、いろいろ 
なことがあった１年でした。 
 
来年は平穏な年になることを祈ります。 

（32名出席 会長告知：ｼﾞｬﾝﾎﾞ宝くじ ﾛｰﾀﾘｰ情報：ﾛｰﾀﾘｰ研究会） 

－28－ 



１２月１３日例会 クラブ協議会 

年次総会にて小口武男選考委員長より次期副会長、次期副幹事
が、平林明会長エレクトより次期役員が発表されました。  

ゲストビジター  米山奨学生 王玉洪さん 

伊藤武利次期副会長 小口秀孝次期副幹事 

「２０１４－２０１５年度」役員 
・直前会長：朝倉英仁会員       ・会長エレクト：早出由男会員 
・副会長：伊藤武利会員         ・幹事：玉本広人会員 
・会計：松田好功会員          ・理事 社会奉仕：河西正一会員 
・理事 職業奉仕：伴在賢時郎会員  ・理事 国際奉仕：藤森省作会員 
・理事 青少年奉仕：八幡一成会員  ・副幹事：小口秀孝会員 
・ＳＡＡ：三澤清司会員           ・副ＳＡＡ：笠原宏文会員 
・監事：小林恭一会員 

（35名出席 会長告知：「日本の野山にｵｵｶﾐの群れを放て(6)」 ﾛｰﾀﾘｰ情報：年次総会） 

－29－ 



１２月２０日例会 家族例会（忘年） 

会員ご家族、諏訪ローターアクトクラブの皆さん、米山奨学生 王玉
洪さんをお招きし、忘年例会を盛大に開催しました。 

ゲストビジター  会員ご家族 諏訪ローターアクトクラブの皆さん 米山奨学生 王玉洪さん 
（会長告知：ｸﾘｽﾏｽの思い出） 

－30－ 



１月 ロータリー理解推進月間 

１月の結婚記念日 
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、加藤茂樹会員 

－31－ 



１月１０日例会 新年例会 

ゲストビジター  米山奨学生 王玉洪さん 

年男（午年）の森幸俊会員、朝倉英仁会長
から年頭のごあいさつをいただきました。 

「午年」というのは良いようにも悪いように
も捉えられる年でもあります。そういう中で
私も年男ということでどっちに向くのか、努
力をしながら良い方向に向かうように一生
懸命努力したいと思います。 

暦は中国から伝わってきたものと思いますが、
暦は迷信と言えば迷信と取られますが、自
分の生きていく形の中では大事な要素だと
思っています。自分があまりいい年でなくて
も必ず空いた月がある、運勢が悪いと言って
この一年を棒に振るのではなく、必ずその
月々で良い方向があることを暦で学び生活
しています。 

（30名出席 会長告知：新年のTVで感じたこと） 

－32－ 



１月１７日例会 クラブフォーラム 

山田勝文諏訪市長をお迎えし、年頭所感をお話しいただきました。  
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 

諏訪の状況として、地震対策に対しては耐震化を進めています。皆さん方に直接関係
するものとしては「マルチハザードマップ」を作製して来年度に全戸に配布します。今
よく、「自助・共助・公助」ということが言われています。先ずは自分の身を守る、その
次に隣近所同士の助け合い、最終的に国・県・市町村の対応となります。そのために
は数日かかることが予想されることから、３日間だけは水・食料等の備蓄をお願いした
いと思います。 
これから、諏訪市にとって一番心配されるのが南海トラフの地震であります。諏訪市で
は直下型地震の経験はありません。諏訪市も東海地震の強化地域になっていますが
場所によって揺れ方に違いがあると思います。また、今まで体験したことのないゲリラ
豪雨などに、「特別警報」が新しく発令されます。何れにいたしましても、それぞれの場
所が災害等に対して常日頃から備えをしていただくことが必要だと思います。 

（33名出席 会長告知：諏訪の平に思うこと ﾛｰﾀﾘｰ情報：国際協議会） 

－33－ 



１月２４日例会 クラブフォーラム 

竹上幸浩会員より相続・贈与の卓話をいただきました。 

皆さんの会社に財務諸表として貸借対照
表或いは損益計算書がありますが、個人の
場合に置き換えてみますと収支計算書とい
う形になると思います。これから相続財産
のバランスシートについてお話しますが、
内容は少しアンバランスになっています。
相続財産のバランスシートを作るということ
は、ある意味一つの遺言を書くことでありま
すが、遺言を書くには、自分の財産を的確
に把握できていないと、しっかりした遺言書
にならないことになりますので、相続財産
のバランスシートのような形でしっかり把握
されるのが大切であるというご提案です。 
また「生前贈与」についてですが、贈与は
「あげる人」と「もらう人」の意思表示がきち
んと確認されていることが大切です。 

（29名出席 会長告知：ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ高梨沙羅選手） 

－34－ 



１月３１日例会 クラブフォーラム 

早出由男会員より弁護士業務に関する卓話をいただきました。 

弁護士の仕事の中身の内、相談業務は非常に多いのですが、
一般的には５，０００円～１０，０００円位の費用がかかります。相
談だけではほとんど解決まで行きませんので、例えば民事事件
としての相続や離婚の事件では仕事を始める時の着手金、解決
した段階で報酬金を支払う必要があります。弁護士に相談した
後で弁護士の方で指導、もめごとの解決の方法として、調停によ
る方法と訴訟裁判による方法があります。調停はあくまでも話し
合いで、５，６回やってみて調停で解決がつかない「調停不調」で
終わると、次の段階は裁判となります。裁判では最終的に裁判
官が判決を下します。裁判の中で「和解の勧告」による解決が約
７０％位あります。 
今、弁護士事務所で扱いが多いのは家事で家庭的な事件、遺産分割による相続の争い、
離婚の争いなどです。離婚事件は、私の若い頃は３０歳前後位の方々でしたが、最近は５
０歳～６０歳位の夫婦の離婚事件が増加してきています。次に相続問題ですが、できるこ
とならば生前に遺言書を作っておくことにより、亡くなった後の相続争いを少なくします。 

（32名出席 会長告知：霧ヶ峰の温泉掘削(1)） 

－35－ 



２月 世界理解月間 

新会員 

飯田兼光君 

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 
河口譲会員 

２月の誕生日 
三澤清司会員、藤森省作会員、八幡一成会員 
宮坂直孝会員 

－36－ 



２月７日例会 クラブフォーラム 

カトリック諏訪教会主任司祭のジャン・レイモンド・ジラール神父を
お迎えし、ローマ法王と国際平和について卓話頂きました。  

ゲストビジター  カトリック諏訪教会主任司祭 ジャン・レイモンド・ジラール神父様 

フランシスコ教皇様は３６歳でアルゼンチンの管区
長になりましたが、その当時のことを「若かったが
ゆえに権威主義的であった」と謙虚に反省しておら
れます。一方で、その間違いのおかげで沢山のこ
とを学ぶことができたともおっしゃっています。 
教皇様はクリスマスの日に、「平和をつくるために
どうすればよいのか全ての人が考えて下さい」と訴
えました。教皇様自身は、「世界が平和になるため
には、まず私たち一人ひとりが『清貧』の精神を育
てなければならない」とおっしゃっています。また教
皇様は、「どんな人に対しても『尊敬』の心を持って
関わっていきましょう」と呼びかけていらっしゃいま
す。 

（32名出席 会長告知：霧ヶ峰の温泉掘削(2) ﾛｰﾀﾘｰ情報：毎年のRIﾃｰﾏ） 

－37－ 



２月１４日例会 クラブフォーラム 
（31名出席 会長告知：ﾒﾃﾞｨｱの報道 ﾛｰﾀﾘｰ情報：手続要覧） 

ゲストビジター  遠藤ガバナー補佐事務局 小池富彦幹事長様 富士見ＲＣ会長 三井一様 
           地区ローターアクト委員会 玉本広人委員長 

地区ローターアクト委員会 玉本広人委員長より「ローターアクト海外
研修について」の卓話をいただきました。 

今年度は台湾で３４８０地区の台北東海ローター
アクトクラブと交流しました。内容的には合同で
の社会奉仕活動と歴史的建造物の見学等で、
東日本大震災からの復興に積極的に支援をい
ただいた国として台湾を訪問し、社会奉仕活動
を通じて感謝の気持ちを伝え交流することが目
的でした。 
今まで海外研修に対する批判もありましたが、
ロータリーの世界中の仲間が会った瞬間から気
持ちよく迎えてくれ、世界中に仲間が増えていく、
こんな素晴らしい団体はないと思います。 

－38－ 



２月２１日例会 クラブフォーラム 

米山奨学生の王玉洪さんをお迎えし、「中国の５６個の民族」に
ついて卓話をいただきました。  

ゲストビジター  米山奨学生 王玉洪さん 

（32名出席 会長告知：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ話題/大雪交通遮断 ﾛｰﾀﾘｰ情報：ﾛｰﾀﾘｰ誕生物語） 

中国は多民族国家で５６個の民族があります
が、漢族が全国人口の９２％を占めています。
少数民族の中で最大なのはチワン族で１，８５
４万人、最少民族はローバ族で３，０００人未
満です。それぞれの少数民族は違った地域に
居住し、衣装・言語が違っています。 
私は回族の一人です。人口は９８１．６万人で
人口数では３番目です。中国全土に広く住ん
でいます。中国にしかいない民族なので言語
は中国語ですが、宗教はイスラム教で、最も
大事な行事は「ラマダン」です。回族の居住地
域内にはモスクがありそこで礼拝をします。回
族のために「清真」のマークがあります。この
マークがある食品は成分を確認しなくてもよく、
安心して買うことが出来ます。 －39－ 



２月２８日例会 クラブ協議会 
（30名出席 会長告知：霧ヶ峰の温泉掘削(3) ﾛｰﾀﾘｰ情報：米山奨学会） 

会計の松田好功会員から上半期の会計報告をいただきました。 
また海外研修（ＰＡＣＩＦＩＣ ＲＩＭ ＢＡＮＫＥＲＳ ＰＲＯＧＲＡＭ）に
ついて卓話をいただきました。 

≪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他。 
 ・支出の部： ＲＩ分担金、地区関係分担金、全国関係、クラブ活動費他。 
《２０１３～２０１４年度 諏訪ロータリークラブ奉仕活動会計報告》 
 ・収入の部： ニコボックスについて。 
 ・支出の部： 新世代・ローターアクト他について。 

ＰＡＣＩＦＩＣ ＲＩＭ ＢＡＮＫＥＲＳ ＰＲＯＧＲＡＭ 
ワシントン大学が環太平洋諸国の金融マン・銀行マン
を集めて３か月程の研修を行うもので、テーマは国際
金融市場の動向や環太平洋諸国の経済情勢。参加メ
ンバーの一番の関心事は日本のバブル崩壊と銀行の
不良債権問題。特に東南アジア諸国にとって日本の動
向は切実な問題で、日本にリーダーシップを発揮して
アジアを引っ張っていってほしいと期待していることが
わかりました。 －40－ 



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 
伴在賢時郎会員、早出由男会員、古屋了会員 

３月の誕生日 
早出由男会員、山崎晃会員、大和眞史会員 
北川和彦会員、朝倉英仁会員、竹上幸浩会員 
玉本広人会員、高橋正司会員 

－41－ 



３月７日例会 ＲＡＴ合同例会 

諏訪ローターアクトクラブの皆様をお迎えし、合同で夜間例会を
開催しました。  

ゲストビジター  諏訪ローターアクトクラブの皆様 米山奨学生 王玉洪さん  
（会長告知：異常気象） 

諏訪からは６名全員参加、まず孫文記念塔を観光、夕方台北東
海アクトの方々と懇親会をしました。２日目は台北のクラブの人と
一緒にゴミ拾い後、市内観光を行いました。３日目は故宮博物院
に行き、歴史的陶磁器などを見ることが出来ました。メンバーか
ら大変有意義で楽しかったという意見が多く出ました。 －42－ 



３月１４日例会 クラブフォーラム 

社会福祉法人 この街福祉会前理事長の宮坂医院院長 宮坂圭一
先生をお迎えし、「重症心身障害児(者)の現状」について卓話をい
ただきました。 

（31名出席 会長告知：ﾏﾚｰｼｱ航空機遭難） 

ゲストビジター  社会福祉法人 この街福祉会前理事長 宮坂医院院長 宮坂圭一様 

諏訪の文化と福祉を創る会から発展してこの街福祉会が
できまして、それから時間をかけてやっと施設ができまし
た。今現在８施設と委託が２施設です。この街支援セン
ターがどのようにかかわっているかといえば、どういうシス
テムで患者さんを診るかをアレンジする役目をしています。 
次に、病後病児保育ということで私の医院で開設していま
すが、子供病院で治療をした後、疲れて保育園にいけない
子供たちが定期的に私の施設に来られます。病気があっ
てまだ体調が悪い子供たちを診るわけで、保育士と看護
師が常駐して、今のところ問題なくやっています。小児科
がこの地域から少なくなってきている現状の中で、今後も
障害児の方たちを含めた病後病児保育の新しい地域での
支え合いのシステムを再構築する必要があります。 

－43－ 



３月２８日例会 予測アンケート 
（35名出席 会長告知：ｳｸﾗｲﾅ問題 ﾛｰﾀﾘｰ情報：米山奨学生） 

「第２３回２０１３年予測アンケート結果発表と２０１４年予測出題」 
２０１３年の最高得点者（金メダル）は、１１点得点した岩波寿亮会
員と三澤清司会員でした。また２０１４年の予測アンケート出題と
ヒントをいただきました。 

＜２０１４年問題＞ 
①長野県知事に阿部守一氏の２期目はあるかどうか？ 
②アメリカの中間選挙で民主党は下院の過半数を獲得できるかどうか？ 
③東証平均株価（日経平均）の年内（１月～１２月）最高値は？ 
④東証平均株価の年内（１月～１２月）最安値は？ 
⑤東京外国為替市場で年内（１月～１２月）の対ドル相場の最安値（円安）は？ 
⑥東京外国為替市場で年内（１月～１２月）の対ドル最高値（円高）は？ 
⑦東京外国為替市場で年末の対ドル相場は？ 
⑧ブラジルで開催されるＦＩＦＡワールドカップで日本は決勝トーナメントに進出できるか？ 
⑨石川遼選手は今年こそＰＧＡ、メジャーで１勝できるか？ 
⑩松山英樹選手は全米オープン、全英オープンで１勝できるか？ 
⑪タイガーウッズ選手は今年メジャーで１勝できるか？ 
⑫２０１５年１月２日、３日の東京箱根間往復大学駅伝競走で、東洋大学は２連覇を達成できる？ 
⑬プロ野球セ・パ優勝チーム、日本シリーズ優勝チームは？ 
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４月 雑誌月間 

４月の結婚記念日 
藤森省作会員、山崎晃会員、森幸俊会員、藤森和敏会員 
関口良一会員、北川和彦会員、松田好功会員 

４月の誕生日 
森幸俊会員、笠原宏文会員、長田司会員、飯田兼光会員 
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４月４日例会 クラブフォーラム 
（33名出席 会長告知：ﾐﾂﾊﾞﾁ ﾛｰﾀﾘｰ情報：米山奨学会学友会） 

ロータリー雑誌月間として、会報・雑誌・広報委員会 小口秀孝
委員長から「ロータリーの友」に関する卓話をいただきました。 

ロータリージャパンのホームページには「ロータ
リーの友」というページがあり、そこにはその要約
が毎月出ています。雑誌委員長のための“ロータ
リーの友手引書”があり、歴史から委員長の知識、
読み方、編集の仕方、ロータリーで扱っている書
籍等の案内もあります。世界で本部１、地区３１の
雑誌が発行され、日本の「ロータリーの友」は発行
部数で第二位です。 
“ロータリーの友手引書”によると、「ロータリーの
友」は内容が面白いか否かではなく、活動の視点
で中身があるかどうかを大切にしているようです。 
イベントを花火のように揚げていくことも大切です
が、ロータリーの考えの下に個々が社会支援、貢
献をしていくのが最も大切だと思います。 
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４月１１日例会 クラブフォーラム 

ゲストビジター  フィンランド第１４００地区ロバニエミＲＣ アーロ・ハッリカイネン様ご夫妻 
           米山奨学生 王玉洪さん 

（31名出席 会長告知：領有権と樺太(1)） 

「太陽工業のご紹介とタイへの工場進出」と題し、小平直史会員か
ら卓話をいただきました。またフィンランド第１４００地区ロバニエミ
ＲＣのアーロ・ハッリカイネン様ご夫妻より「フィンランドとロータ
リー」のご紹介をいただきました。 

現在、国内ではより精度の高いモノづくりを目指し、
海外へのグローバル化も目指すという二つの流れ
を進めています。２年ほど前に空き工場を取得し、
“輝工場”と名づけて高精度の金型作りを進めてい
ます。タイへの進出は２０１１年から準備を始め、９
月ぐらいには操業の準備が整いました。さあこれか
らというところで、１０月に洪水にあいました。その
後機械の修理メンテナンスを行い、２０１２年３月ぐ
らいから一部再稼動することが出来ました。 

フィンランドのＲＣ会員は約１２，０００名で、
全国で約３００クラブあり、平均会員数は約５
０名です。ロバニエミＲＣはサンタクロース村
にあるサンタクロースホテルで会合を行って
いて、サンタクロースは名誉会長です。サン
タクロース村は観光が産業のメインで、アク
ティビティーとしてトナカイやハスキー犬のソ
リに乗ることも出来ます。その他、フィンラン
ドで有名なものには、ムーミンとオーロラが
あります。 －47－ 



４月１８日例会 家族例会（お花見） 

会員ご家族、米山奨学生 王玉洪さんをお招きして、お花見例会を
華やかに開催しました。 

ゲストビジター  会員ご家族 米山奨学生 王玉洪さん 
（会長告知：お花見） 
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４月２５日例会 クラブフォーラム 
（29名出席 会長告知：領有権と樺太(2) ﾛｰﾀﾘｰ情報：米山奨学生） 

大和眞史会員より「貝原益軒『養生訓』を巡って」卓話を
いただきました。 

■2014.4.9天声人語 
東芝社長にして経団連会長だった石坂泰三は、健康法に無頓着。
「ぼくの体のことは、八十年もつき合っているぼくが、いちばんよくわ
かっている。十五分や二十分ぐらい診た医者に、わかってたまるか」。 
■貝原益軒、人となり 
生命との競争が益軒に寸陰を惜しませた。「これよりまた遠く遊ばず、
もっぱら著述を事とす」。 
■養生訓に書かれていること 
江戸人の価値観・人生観のもとに「いかに生きるか」を説く、健康の思
想と実践を述べた書。 
■現代医学の立場で養生訓に学ぶとすれば 
「薬を飲まないで自然に治る病気が多い。これを知らないでむやみに
薬を使って、薬に当てられて病気を重くし、食欲をなくし、長く治らない
で死んでしまうものもまた多い。薬を使うことには用心しなければなら
ない」。 
皆さん、体を大事にしてますか？ 体の手入れは人生観そのものです。 
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５月 次年度に向けて 

５月の結婚記念日 
笠原宏文会員、小口秀孝会員、八幡一成会員 
竹上幸浩会員、小平直史会員 

５月の誕生日 
太田信男会員、三宅正人会員、伴在賢時郎会員 

新会員 

－50－ 

藤井晴康君 



５月９日例会 クラブ協議会 

諏訪市スポーツ少年団の吉川正男本部長、ガールスカウト長野
県第７団の島田恵子委員長をお迎えし、助成金の贈呈、ならびに
活動報告をいただきました。 

ゲストビジター  ガールスカウト長野県第７団 団委員長 島田恵子様 
           諏訪市スポーツ少年団本部長 吉川正男様 米山奨学生 王玉洪さん 

（34名出席 会長告知：尖閣諸島の領有権） 

諏訪地域全体の人口減少とともに団員、
指導者の減少につながっています。団体
スポーツのチーム作りが困難となり、運
動離れが起きています。子供たちの体力
向上、健全育成、そして、より多くの子供
たちがスポーツ活動に参加できるよう機
会の拡大を図って行きたいと思います。 

主な活動としては、レクリエーションの集
い・諏訪湖マラソンの受付のお手伝い・落
花生の収穫とバザー出品・郷土食を通じた
食育活動・東日本大震災支援研修・子供祭
りへの参加等で、これらを通じて、私たちの
手でよりよい社会と未来を担っていけるよう
地道な活動を続けていきたいと思います。 
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５月１６日例会 クラブフォーラム 

長野県諏訪地方事務所 寺澤信行所長をお迎えし、「諏訪地域の
環境行政について」卓話いただきました。 

ゲストビジター  長野県諏訪地方事務所 所長 寺澤信行様 
（31名出席 会長告知：国際親善訪問 ﾛｰﾀﾘｰ情報：「副ｶﾞﾊﾞﾅｰ」制度） 

「第三次長野県環境基本計画」には地球温暖化、自然エネ
ルギー、ＰＭ２．５等の項目が盛り込まれています。この基
本計画をベースに「県総合５か年計画（しあわせ信州創造
プラン）」には、「低炭素で循環型の地域社会づくり」と「豊か
な自然環境の保全」という２つの項目が盛り込まれました。
諏訪地域における特色ある環境行政として、「おひさまＢＵ
Ｎ・ＳＵＮメガソーラープロジェクト」、「諏訪湖の環境改善に
向けた取り組み」、「霧ヶ峰の自然環境保全」があります。古
典的な経済発展の理論によれば、経済発展を牽引するの
がイノベーションの役割とされていますが、環境政策がこの
技術革新を引き起こす誘因となりうるのか議論の分かれる
ところです。産業界では否定的な意見が強いようですが、
一方で規制によって引き起こされる技術革新がもたらす利
益は規制順守費用を上回るという意見もあります。 
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５月２３日例会 ゴルフ例会 

絶好の天候の下、諏訪湖ＣＣにて４組１６名が参加し、熱戦を繰り
広げました。 

優勝 岩波寿亮会員（ＮＥＴ ７２．８）  準優勝 川村総一朗会員（ＮＥＴ ７３．０）  第３位 高橋正司会員（ＮＥＴ ７５．０） 

（会長告知：ｺﾞﾙﾌ日和） 

－53－ 



５月３０日例会 クラブフォーラム 
（31名出席 会長告知：竹島の領有権 ﾛｰﾀﾘｰ情報：ﾛｰﾀｰｱｸﾄ会員数減少） 

次年度に向けて、平林明次年度会長、藤森省作次年度国際奉仕
委員長、玉本広人次年度幹事より活動方針、国際交流親善事業、
主要事業スケジュールをお話いただきました。 

国際交流親善事業「米山
奨学生 王さんの故郷を
訪ねて」、8/23（土）～4
泊5日丹東・大連訪問 

＜次年度主要事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ 
7/4初例会、7/18ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐事前訪問､
8/1ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問、8/22納涼例会、
9/12青少年合同例会、9/26～会員宿泊研
修､10/17ｺﾞﾙﾌ例会､11/9ﾊﾞｽﾊｲｸ､12/19
家族例会､1/9新年例会､2/6夜間例会、
2/15ＩＭ、3/13ｱｸﾄ夜間例会、4/17お花見
例会、5/18ｱｸﾄ年次大会、5/22ｺﾞﾙﾌ例会 

▼RI戦略計画の推進▼会員増強▼財団へ
の寄付、ﾎﾟﾘｵ撲滅への継続支援▼ﾛｰﾀﾘｰ
ﾓｰﾒﾝﾄを様々な機会に語ろう▼ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰを
成功させよう▼ﾛｰﾀﾘｰ文庫充実事業の継続
▼ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰを通じたﾛｰﾀﾘｰの輪拡大 
私のﾛｰﾀﾘｰに対する考え方は「楽しくなけれ
ばﾛｰﾀﾘｰではない」ということです。奉仕を
通じて様々な方々と触れ合い、語り合う中で
切磋琢磨しながら自分を磨き、楽しいﾛｰﾀﾘｰ
活動を皆様と送りたいと思います。 
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６月 ロータリー親睦活動月間 

６月の結婚記念日 
平林明会員、三宅正人会員 

６月の誕生日 
折井俊美会員 
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６月６日例会 クラブフォーラム 

ゲストビジター  東京日本橋ロータリークラブ 中村雅信様 米山奨学生 王玉洪さん 
（30名出席 会長告知：北方領土問題 ﾛｰﾀﾘｰ情報：最重要課題・会員の増強） 

飯田兼光会員より会社経営に関する卓話をいただきました。 

私どもの会社は主に自動車関連のビジネスを
しています。４社に分社し、それぞれに社長を
置き経営を担っています。分社経営の理由は
稲盛さんが提唱された「アメーバ経営」を実践
するということで、もたれ合いのない強い企業
体質を目指すものです。景気に左右されずそ
の事業体で利益を上げるという強い意志のも
と仕事に取り組むということです。各社にエキ
スパートの社長を置くことで責任体制を明確
化し、各社の経営の状態を常に確認しながら
将来的な投資や企業体の拡張について判断
をすることが私の仕事になります。１６０ページ
に亘る経営計画書を全従業員が共有すること
により、当社は１企業として存在できる誇りを
持って仕事ができる会社を目指しています。 
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２０１４年６月１３日 創立記念例会 
会報・雑誌・広報委員会 

来月より平林明会長・玉本広人幹事の２０１４－
２０１５年度が始まります。 
新年度ＲＩテーマは「ロータリーに輝きを」です。 
会長方針のもと、新たな気持ちで楽しい活動を
進めていきましょう。 
 

ご清聴ありがとうございました。 

2014-2015年度ＲＩテーマ 
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