
創⽴59周年
〜2015-2016年度を振り返って〜

2016年6月10日 創⽴記念例会
会報・雑誌・広報委員会 1



7月 新年度スタート

■誕生日 藤森郁男君、小口武男君
■結婚記念日 川村総⼀郎君

2



7月3日
＜クラブ協議会＞新年度方針・あいさつ

各役員の皆様よりご挨拶をいただきました。
平林明直前会⻑、伊藤武利会⻑エレクト、八幡一成副会⻑
竹上幸浩副幹事、社会奉仕伴在賢時郎委員⻑
米山奨学会山崎晃委員⻑

新年度のスタートにあたり、
早出由男会⻑による会⻑告知

私たちは、ロータリーを通じて、これらを世界にプレゼントすることで誰かの人生に、
そして世界に、真の変化を起こすことができるはずと話しています。私たちは、RI
会⻑のテーマを心に刻み、2600地区の方針及び⾏動目標である「思い起こそう
ロータリーの心と原点」を忘れずに歩みたいと思います。
本年度は御柱祭があり、また諏訪RC60周年に向けての準備等、⼤切な1年間

となります。

本年度のRIのテーマは「世界へのプレゼントに
なろう」です。RI会⻑ K.R.“ラビ”ラビンドラン氏
は、人は地位や身の上にかかわらず、才能、知
識、能⼒、努⼒、そして献身と熱意など、誰で
も与えることのできる何かを持っているはずです。
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7月10日
＜クラブ協議会＞新年度方針・あいさつ

各役員の皆様よりご挨拶をいただきました。
国際奉仕藤森和敏委員⻑
小口武男SAA、古屋了副SAA
小林恭一監事、三澤清司監事
出席北川和彦委員⻑
プログラム笠原宏文委員⻑
親睦・クラブ親善玉本広人委員⻑
職業分類三井章義委員⻑
会員増強朝倉英仁委員⻑
会員選考有賀昭彦委員⻑
ロータリー情報森幸俊委員⻑
職業奉仕河⻄正一委員⻑
⻘少年奉仕川村総一郎委員⻑
ロータリー財団折井俊美委員⻑
60周年実⾏増澤洋太郎委員⻑ 4



7月17日
＜クラブ協議会＞ガバナー補佐事前訪問

ゲストビジター：宮坂伸ガバナー補佐、ガバナー補佐事務局幹事 佐藤有司様
副幹事 林裕彦様、笠原新太郎様

宮坂伸ガバナー補佐に事前訪問いただきました。
今年のガバナー公式訪問は、10月18日に松本市芸術会館において

松本南ロータリークラブのホストで地区⼤会がありますのでよろしくお願いし
ます。

IMは、来年の2月14日にライフプラザ
マリオにて岡谷RCのホストで開催しますの
でご参加をお願いします。
会員増強は各グループで10名ずつの増

を目標にしています。職業奉仕の⾒える
化を出前講座など通じて推進していきた
いと思います。
この1年間は楽しいロータリークラブにして

いきたいと思いますのでよろしくお願いしま
す。
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7月31日
＜クラブ協議会＞ガバナー公式訪問

ゲストビジター：望月宗敬ガバナー、地区副幹事 折井正明様
宮坂伸ガバナー補佐

RI会⻑ K.R.“ラビ”ラビンドラン氏の
方針「世界へのプレゼントになろう」です。
これはお⾦や物をプレゼントするのでは
なく、自分自身が汗をかき奉仕するとい
う意味のプレゼントになるという心が⼤切
ということです。
RI第2600地区では、自身の職業を通

しての奉仕となりました。地区標語は「思
い起こそうロータリーの心と原点」とし、

望月宗敬ガバナーに訪問いただきました。

職業奉仕に方向性を⾒出そうと思っています。⾏動指針については、「今⾒
直しに勇気を！」をテーマに、地区財政・運営・組織の⾒直しをしたいと思っ
ています。
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新入会員

埋橋伸佳会員

宮坂圭一会員
山本實会員
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8月 会員増強・拡大月間

■誕生日 三井章義君、川村総⼀郎君、河口譲君
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8月7日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

「⻑岡人から諏訪人へ」と題し、山田文雄会員より卓話を
いただきました。

消防団、JC、PTA、商工会議所
と地域のいろいろな役をやらせていた
だきました。消防団での出会いがJC
になり、JCゆえにPTAとなり、商工会
での出会いが商工会議所議員に
つながりそして、諏訪RCに入会させ
ていただきました。
昨年8月に御柱の地元文出区の

御頭郷総代会⻑から招集がかかり、
互選で文出区の御頭郷総代会⻑に決まりました。人との出会いが次の出会
いにつながり、私にも少しですが友達と恩人が出来てきました。
諏訪に来てから40年。私もようやく諏訪人に近づいてきたかも知れません。
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8月21日
＜納涼例会:ぬのはん＞

会員ご家族、米山奨学生 王玉洪さんをお招きして、
納涼例会を盛大に開催しました。
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8月28日
＜クラブフォーラム＞会員増強・拡大月間

諏訪RCを健全に維持していくには、
50〜55名の会員が必要 だと思います。
来年は60周年ですので、「盛り上げよう

60周年。目指せ会員60名!」と言うこと
でお願いします。

朝倉英仁会員増強委員⻑

有賀昭彦会員選考委員⻑
諏訪RCは敷居が高いと言われてきまし

たが、入ってみれば、皆さん和気藹々と
やっています。諏訪RCにはしっかりした絆
があると思っています。これからもしっかりと
いい新入会員を増やしていきたいと思いま
す。
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藤沢晃会員

新入会員
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基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友特別月間

■結婚記念日 飯田兼光君

9月
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9月4日
＜クラブ協議会＞出席率向上・表彰

皆勤賞の表彰をおこないました。
＜皆勤表彰者＞
◆ 1年目:横澤良会員、加藤茂樹元会員、伴在賢時郎会員
◆ 2年目:河口譲会員、川村総⼀郎会員、北川和彦会員
◆ 3年目:加藤明博会員
◆ 5年目:伊藤武利会員、岩波寿亮会員、小口秀孝会員
◆ 6年目:古屋了会員、笠原宏文会員
◆10年目:小口武男会員、玉本広人会員、八幡⼀成会員
◆13年目:平林明会員
◆19年目:朝倉英仁会員、河⻄正⼀会員
◆20年目:折井俊美会員、早出由男会員
◆24年目:藤森和敏会員、山崎晃会員
◆25年目:藤森省作会員
◆28年目:増澤洋太郎会員
◆31年目:森幸俊会員
◆32年目:小林恭⼀会員
◆34年目:有賀昭彦会員
◆47年目:三井章義会員

47年目 三井章義会員

19年目 朝倉英仁会員
10年目 八幡一成会員

14



リスクマネジメントにおいて、まずはじめに⾏うのが事業活動において想定し
得るリスクの洗い出しとそのリスクが事業を継続する上でどの程度のインパクト
があるかを分析してみることです。これがRisk Identification（リスクの評
価・分析）です。 次に洗い出されたリスクを発生させないためにはどうしたら
いいか、 万が⼀発生した場合に想定した被害よりもどのようにしたら少なくで
きるか検討します。それがRisk Controlと
言われるものです。次に検討しなければなら
ないのが、Risk Financing（リスク発生時
の財務的支援）になります。もう1つがRisk
Transfer（リスクの転嫁）です。保険会社
に転嫁するという考え方です。今後、保険加
入を検討されたり補償内容を検討される際
の1つの判断基準としてお勧めします。

9月11日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

「企業のリスクマネジメントと保険の位置付け」と題し、
大岩慎治会員より卓話をいただきました。
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9月18日
＜クラブフォーラム＞卓話

「赤十字を通じた国際貢献」と題し、諏訪赤十字病院
臨床心理⼠ 森光玲雄様より卓話をいただきました。

2015年4月のマグニチュード7.8と言われ
る、ネパール連邦⺠主共和国で発生した⼤
地震の緊急救援で6週間任務された際の
お話しをしていただきました。

日常生活が突然奪われ、文化や
言葉の壁もある中、⼤事なことは
地元に沿うことです。

ゲストビジター：諏訪赤十字病院 臨床心理⼠ 森光玲雄様
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9月25日
＜クラブ協議会＞2014-15年度会計報告
＜クラブフォーラム＞ロータリーの友月間

2014-15年度の
会計報告、奉仕活動会計報告が
藤澤晃会員よりおこなわれました。

『ロータリーの友』のご活用をよろしくお願いします。

河口譲会報・雑誌・広報委員⻑
より「ロータリーの友月間」にあわせ、
雑誌「ロータリーの友」について紹介
されました。
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10月

■誕生日 有賀昭彦君、伊藤武利君、小平直史君
■結婚記念日 朝倉英仁君、有賀昭彦君、伊藤武利君

⼤岩慎治君、太田信男君、小口武男君
小林恭⼀君、河⻄正⼀君、増澤洋太郎君
三澤清司君

経済と地域社会の発展月間・
米山特別月間
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10月2日
＜米山・アクト合同例会＞

ローターアクトクラブ
の皆様

元米山奨学生の王玉洪さんをお招きし、ローターアクト
メンバー＜小池宏明幹事、阿部透会⻑、守屋郁美会員、

小口亜⾐会員＞との合同例会を開催しました。
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10月9日
＜クラブフォーラム＞卓話

「特殊詐欺」について、諏訪警察署 生活安全課課⻑
新井美雪様より卓話をいただきました。

皆さんが聞き慣れているのは、オレオレ
詐欺や振り込め詐欺だと思いますが、最
近はお⾦を自宅まで取りに来たり、知らな
い地域まで運ばせたり、あるいは宅配便で
送らせたりする新たな手口が発生しており、
総括して特殊詐欺と呼んでいます。特殊
詐欺というのは騙す時に顔
を合わせないというのが特徴

です。実際に被害に遭われた方のアンケート結果では、圧倒
的に多かったのが、「⾒破る自信があった」ということでした。
自分がしっかりと対策をしたうえで「騙されない」とすることが、

⼀番良いことだと思います。

ゲストビジター：諏訪警察署 生活安全課課⻑ 新井美雪様
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10月16日
＜クラブフォーラム＞卓話

米山学友林成龍様、米山奨学生李明淑様より卓話を
いただきました。

ゲストビジター：ホームカミング米山学友 林成龍様 、米山奨学生 李明淑様
諏訪大社RC 高山猛英様

私の周りにも⼤勢の米山奨学生が各国にいま
すが、日本との懸け橋になって色々と発信してくれ
ると思います。私も職業を通して今後、地域社会
に奉仕できるような人になっていきたいと思います。

イム ソン ヨン イ ミョンスク
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10月23日
＜ゴルフ例会:諏訪湖CC＞

晴天の中、5組18名が熱戦を繰り広げました！
優勝 太田信男会員（NET74.8）

準優勝 小針哲郎会員（NET75.4）
第3位 飯田兼光会員（NET76.0） 22



10月26日
＜図書贈呈式＞

中洲小学校にて図書贈呈式をおこないました。

6年生図書委員の皆さんによる読み聞かせ。
新聞社
からも
取材！
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小針哲郎会員

新入会員
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11月 ロータリー財団月間

■誕生日 岩波寿亮君、加藤明博君、平林明君
山田文雄君、小針哲郎君、藤沢晃君

■結婚記念日 高橋正司君、埋橋伸佳君
藤沢晃君
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11月6日
＜クラブフォーラム＞卓話

ゲストビジター：宮坂伸ガバナー補佐
ガバナー補佐事務局副幹事 笠原新太郎様
城南小学校学校司書 茅野充代様

城南小学校学校司書 茅野充代様より「諏訪市の学校
図書館事情」について卓話をいただきました。
諏訪6市町村の図書館がPC化、ネットワーク化されたのが平成6年。平成14年

には 市内小中学校図書のデーターベース化とネットワーク化が⾏われました。これ
で市内の図書館と小中学校図書館をひとつの図書館として使うことが可能となり
ました。平成14年段階で問題点もありました。
どこに何の本があるか検索できても、本を運べ
ないと意味がありません。そこで「ぐるぐる便」が
出来ました。運用から10年が経過しています。
子供たちが常に身近で利用している学校の

図書館を通じて、ネットワークとぐるぐる便を利
用する事により、全ての図書館を利用できます。
今後も子供たちにとって良い学校図書館を目指
します。（最後に絵本の読み聞かせを実演いただきました。）
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11月8日
＜バスハイク＞

あいにくの天気になりましたが、総勢24名が鎌倉、横浜
中華街を旅を満喫しました。
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私とロータリーは結構結びつきがありまして、『2015-2016年度諏訪
クラブ計画書』の中にも関係している人が出ています。まず、28ページ
「素晴らしい友達」の2番目に登場している宮坂昌代さんは、私のいとこ
になります。36〜37ページの「諏訪RCの沿革」で第11期1967-1968年
度の会⻑、小口杢太郎は私の祖父になります。他には1986年6月、日本
で最初に結成されたローターアクトクラブは、埼玉県の国際商科⼤学ロータ

ーアクトクラブ（現、川越RAC）ですが、
実は私の⺟校です。

11月20日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

小口泰幸会員より卓話をいただきました。

趣味でもあるビデオ撮影
諏訪RC有志による

早朝ゴルフコンペの模様
を上映いただきました。
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11月27日
＜クラブフォーラム＞60周年記念事業

朝倉英仁副実⾏委員⻑ 小口武男記念式典、
祝宴関係副実⾏委員⻑

玉本広人記念誌部会部会⻑

笠原宏文式典部会部会⻑飯田兼光祝宴部会副部会⻑

平林明記念事業部会部会⻑

60周年記念事業の役員の皆様よりご挨拶をいただきました。

古屋了事務局⻑

八幡一成総務部会部会⻑

増澤洋太郎実⾏委員⻑
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12月 疾病予防と治療月間

■誕生日 宮坂圭⼀君、河⻄正⼀君、古屋了君
■結婚記念日 宮坂直孝君、山田文雄君

岩波寿亮君、折井俊美君
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12月4日
＜クラブフォーラム＞卓話

「冬場に流⾏する感染症とその対応」と題して、
諏訪赤十字病院 感染制御室 看護師⻑ 藤森洋子様より
卓話をいただきました。
インフルエンザの感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と直接接触、

あるいはものを介しての間接的な接触によって起こる接触感染があります。
感染防止策としては、ワクチン接種を
受ける、あとはうがいと手指衛生とか
換気を良くする、流⾏時の人混みに
出るのを避ける、栄養・休息をとり体調
を整えるなどがあります。風邪とかインフル
エンザのウィルスによって喉や気管などに
炎症が起こり、気道の防御機能が低下
しているところへ別の細菌が感染し
「2次感染」を起こすことがあるので注意していただきたいと思います。

ゲストビジター：諏訪赤十字病院 感染制御室 看護師⻑ 藤森洋子様
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12月11日
＜クラブ協議会＞年次総会

平林明指名委員会座⻑より
2018-19年度会⻑古屋了会員
2017-18年度幹事北川和彦会員の
選考報告があり、承認されました。

・会⻑伊藤武利会員
・直前会⻑早出由男会員
・会⻑エレクト八幡一成会員
・副会⻑古屋了会員
・幹事竹上幸浩会員
・会計藤沢晃会員

早出由男会⻑より2016-17年度役員候補者の選出報告
があり、承認されました。 ・理事：社会奉仕大和眞史会員

・理事：職業奉仕小口武男会員
・理事：国際奉仕玉本広人会員
・理事：新世代飯田兼光会員
・副幹事北川和彦会員
・SAA朝倉英仁会員
・副SAA伴在賢時郎会員
・監事有賀昭彦会員
・60周年記念事業増澤洋太郎会員
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12月11日
＜クラブ協議会＞2015年を振り返って

ゲストビジター：岡谷RC IM実⾏委員⻑ 中畑隆一様
ガバナー補佐事務局幹事 佐藤有司様

伴在賢時郎会員より2015年の諏訪地方、
世界・国内情勢等について振り返りをおこ
なっていただきました。

＜世界＞
・国際紛争の兆しが身近に。テロの脅威と戦争
の気配が濃くなる

＜諏訪＞
・県内で初の⼥性市⻑誕生で話題
・3月に岡谷市川岸で山林火災。6月には小
和田で⼤火事

・9月に諏訪東京理科⼤の公⽴化が表⾯化
・10月に岡谷市⺠病院が市⺠の希望を担って
開院

・諏訪湖のワカサギ採卵が過去最低⽔準
・来年は御柱。上社下社の伐採がおこなわれ
本番を待つばかり

・10月までに5市町が地方創生戦略案をまとめ

＜国内＞
・安保法制
・辺野古問題
・九州電⼒・川内原発が再稼動
・杭打ちデータ改ざん等、企業倫理
にかかわる不正事件が目⽴った

・東北・関東に豪雨災害
・ノーベル賞2人受賞
・マイナンバー制度がスタート、10月から
通知カードが国⺠に配られ始めた

・東京五輪準備つまずく
・消費税の軽減税率決着
・株価が15年ぶりに⼀時平均2万円台
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12月25日
＜忘年例会:フェリスクレール＞
クリスマスイルミネーションで彩られた

“フェリスクレール”にて忘年例会を開催しました。
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1月 職業奉仕月間

■誕生日 小林恭⼀君、藤森和敏君、増澤洋太郎君
小口秀孝君、山本寛君、埋橋伸佳君
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1月8日
＜新年例会＞年頭挨拶

今年の年男（申年）は、
小林恭一会員、大田信男会員、三井章義会員
竹上幸浩会員、宮坂直孝会員、埋橋伸佳会員
年頭のご挨拶をいただきました。

人の⽋点が⾒えない善い処
だけ⾒える人間になりたいが、

なかなかなれません。

平成40年の96歳までは頑張りたい。
死ぬまでロータリアンで頑張ります。

未年の次年度会⻑の伊藤さんとの相性は、「じっくりと
考える未年と、思いつきで⾏動する申年という性格の違い

を補える良い関係です」とのことで、幹事頑張ります。
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1月15日
＜クラブフォーラム＞年頭所感

諏訪市⻑⾦子ゆかり様より年頭所感
の卓話をいただきました。
国勢調査によると、諏訪市の人口は5万163人で、

5万人を切らずに維持しました。いかにして、人口減少
を食い止めるのか、「諏訪市まち・ひと・しごと地方創生
戦略」として計画を作成しました。タイトルは、『最先端に挑み続ける「ものづくり」で

ゲストビジター：諏訪市⻑ ⾦子ゆかり様

「ひとづくり」－「輝くSUWA」の
創生戦略』 です。今年は御柱
の年ですので、施策展開にあた
っては、それぞれの基本目標を
「御柱祭」になぞらえ、⼀之柱か
ら四之柱に位置付けました。
こういった施策を進めて、諏訪

市の人口は4万人を維持したい
と考えています。
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1月22日
＜クラブフォーラム＞職場訪問

職場訪問で中部電⼒㈱諏訪営業所様にお邪魔しました。

配電指令室にて
配電線自動化
システム、スマー
トメーターを⾒
学しました。
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携帯電話、インターネットの普及により通信
の「つなぐ、つながり方」も⼤きく変わってきまし
た。今はICTと言われるコンピュータ技術から
コンピュータ技術の活用に変わっています。
光回線、LTEが普及拡⼤し、クラウドサービス
も普及しています。

1月29日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

「つなぐ」と題し、埋橋伸佳会員より卓話をいただきました。

現在、IoTがトレンドとなっています。IoTのコンセプトは、自動⾞、家電、
ロボット、施設など、あらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取
りをすることでモノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付
加価値を生み出すというものです。ICTは、「地方創生」にも⼤きく貢献で
きると思います。また、情報セキュリティに対する対策もこれから益々重要
となってきています。
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平和と紛争予防/
紛争解決月間

■誕生日 小口泰幸君、横澤良君、宮坂直孝君
藤森省作君、八幡⼀成君

■結婚記念日 藤森郁男君、加藤明博君
玉本広人君

2月
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2月5日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

もっとも古典的な株価理論に「配当還元モデル」というものがあります。株主には配当⾦を
受け取る権利があるのだから、高配当の株式ほど高い値がつくべきだという考え方で、我々にも
感覚的に受け入れやすいものだと思います。つまり、未来永劫にその会社が 続くとして、未来
永劫に支払われる配当⾦を⾜し算して、その合計額の今の価値が株価になるべきだ というも
のです。将来の配当⾦というお⾦の価値を現在の価値に引き直すために⾦利で割り戻して
あげると、不思議なことにきちんと価格が計算出来ます。あくまで理屈の上ですが、株は企業の
業績と⾦利で変動します。ただ、⾦利が下がれば
良いのではなくて、それと同時に預⾦量、すなわち
通貨供給量が増えないとうまくいきません。逆に言
うと、⾦利を引き上げたり、通貨供給量を減らされ
たりされると株式にとっては⼤打撃となります。
昨年暮れにアメリカで0.25%という小幅ですが、

10年ぶりの利上げが⾏われました。10年続いた
⾦融緩和から⾦融引締めへの方向転換です。
最近の世界的株価下落について、私はアメリカの
⾦融政策⼤転換がすべての発端だと⾒ています。

ゲストビジター：瀬⼾RC（元諏訪RC）三宅正人様

藤沢晃会員より卓話をいただきました。
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2月12日
＜クラブフォーラム＞卓話

世界社会奉仕活動の恩恵は、援助される側の人々だけではなく、活動に参加し
た私達ロータリアンも受けることを実践してください。私たちの活動によって助けられた
人々の喜びを目の当たりにする時、奉仕を実践したロータリアンも⼤きな喜びを手に
入れることができます。さらに国際理解や親睦を⼀層深めていくことができるのです。

ゲストビジター： 諏訪湖RC 渡辺芳紀様、⻑崎政直様

「平和と紛争予防、紛争解決月間」について2600地区
国際奉仕委員⻑の渡辺芳紀様、事務局の⻑崎政直様
に卓話をいただきました。

奉仕の相手だけではなく奉
仕をした自分も満たされる
のが真の奉仕です。これが
⼤事なことだと思います。

私達の生きている意味や生き方を
ロータリー精神に⽴ち返ってもう⼀
度考えてみてほしい。
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2月19日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

広告会社で必要な能⼒は企画アイデア⼒ですが、広告会社から「売る」
ものではないと思います。与えられた課題に対し、どうアイデアを出し、応えて
いくか、世の中がどの方向へ動いて
いくかを分析できることが必要です。
声のでかい会社、業界のルールを
持ち込まない会社が良く、安い会社
は危険です。売るものを持ってくる
会社も危険で、個性的なメンバーが
多い会社が良いと思います。言葉は
悪いですが、 「尻軽」で良い世の中
が変化しているのでこれも⼤事な要素
になってきています。

「賢い広告会社選び」と題して小針哲郎会員より卓話を
いただきました。
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2月26日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

私どもの日々施工している標識・区画線等は作業員が国家資格免許が
ないと施工できないようになっていて、社員は全員、国家資格取得が最低
条件であります。特に区画線は特殊
⾞両、特殊機械での作業になります
ので特に経験が求められます。我々の
仕事は、「交通事故を減らす⼀助に
なれば」と思っておりまして、これは
「色によってドライバーに早く分かり易く
させる」ことだと考えています。色につい
ては法律では、⽩と⻩色だけしかあり
ませんが、最近は色々なものがでてき
ています。

山本實会員より卓話をいただきました。
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3月 水と衛生月間

■誕生日 朝倉英仁君、⼤和眞史君、玉本広人君
髙橋正司君、山崎晃君、竹上幸浩君
⼤岩慎治君、北川和彦君、早出由男君

■結婚記念日 伴在賢時郎君、宮坂圭⼀君、古屋了君
早出由男君
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3月4日
＜クラブフォーラム＞卓話（水と衛生）

⽔を濁らせているものは、アオコという
植物プランクトンです。植物プランクトン
を増やすという要因は何かと申しますと、
窒素・リンといった肥料分が⽔の中にあ
るかないかということになります。最近は、
この窒素・リンが減ってきています。ご存
知の通り下⽔道が整備されてきたことが
要因です。下⽔道の⽔が諏訪湖に入っ
ているか入っていないかが⽔質の改善に
⼤きく関係しているのです。

ゲストビジター：信州大学 准教授 薬学博⼠ 宮原裕一様

「諏訪湖の⽔質と生物の現状」を最新データを使い
信州⼤学准教授 薬学博⼠宮原裕一様より卓話をいただき
ました。
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3月11日
＜クラブフォーラム＞新入会員卓話

平成2年くらいに⽼人保健施設の施設⻑
をやっていた頃、リハビリをして自宅に帰っても
皆また、寝たきりになって戻ってきてしまう。
厚生労働省に直訴して家庭復帰支援事業
などもやりました。しかしその頃、今のような
デイサービス等もありませんでしたので、やはり
寝たきりになって戻ってきてしまうんです。これ
は開業するしかないと思い開業しました。
今、私たちは、10名の開業医の先生で

システムを作って、在宅医療を実施しています。
これにより諏訪市のデータが集約されます。今、私たちが診ている寝たきりの人が、
諏訪市で577名になります。 年間で6,000件近くの往診に対応して、この地域で
支えあっています。医療・福祉・生活を地域で支えあえる体制を作ることが必要だと
考えています。

宮坂圭一会員より卓話をいただきました。
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3月18日
＜夜間例会:ぬのはん＞

宮坂伸ガバナー補佐をお招きして、
夜間例会を開催しました。
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3月25日
＜予測アンケート＞

前年度結果と本年度予測
2015年＜第25回＞予測アンケートの結果を
太田信男会員、伴在賢時郎会員より発表いただきました。

〈成績上位者〉
1位 有賀昭彦会員 11問正解

2位 藤森郁男会員
横澤良会員 10問正解

特
別
賞

藤森郁男会員
藤森和敏会員

株価と円
レート問題
で全問正解

① 今年は7月に参院選が実施されるが、衆院選も実施されるか？
② 実施されたとき参院選のみの場合、自⺠党は参院で57議席

以上獲得できるか？
③ 11月に⾏われるアメリカ大統領選では共和党候補か⺠主党

候補のどちらの候補が大統領に当選するか？
④ 東証平均株価（日経平均）の年内の最高値は？
⑤ 上記平均株価の年内の最安値は？
⑥ 東京外国為替市場で、年内の対ドル相場の最安値は？
⑦ 東京外国為替市場で、年内の対ドル相場の最高値は？
⑧ 東京外国為替市場で、年末の対ドル相場は？
⑨ 今年のリオ五輪で、日本勢は⾦銀銅合わせてメダルを何個

獲得できるか？
⑩ バトミントン⼥子・奥原希望（⻑野県出⾝）は、リオ五輪で

優勝できるか？
⑪ メジャーリーグで活躍する日本人投手の中で、今シーズン15勝

以上する選手がいるか？
⑫ 正月の箱根駅伝で、⻘山学院大は3連覇達成できるか？
⑬ プロ野球セ・パ優勝チーム、日本シリーズ優勝チームは？

【2016年＜第26回＞予測アンケート】
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4月 ⺟子の健康月間

■誕生日 飯田兼光君、笠原宏文君、藤井晴康君、森幸俊君
■結婚記念日 藤森和敏君、藤森省作君、北川和彦君、

横澤良君、森幸俊君、山崎晃君、小口泰幸君
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4月3~4日
＜瀬⼾RC御柱祭交流会＞

瀬⼾RCの皆様（16名）が上社御柱祭へ
お越しになり、交流会をおこないました。

瀬⼾RC会⻑加藤眞言様

次年度会⻑井上博様

次年度幹事⻘山稔様
51



4月15日
＜お花⾒例会:法光寺＞

ライトアップされた樹齢350年のしだれ桜の下、
お花⾒例会を華やかに開催しました。

ゲストビジター：㈱三井住友銀⾏諏訪⽀店⻑ 奥村達也様
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4月22日
＜クラブフォーラム＞卓話

「周産期医療の現場から考える社会的基盤の構築」と題して、
諏訪赤十字病院 第⼀小児科部⻑ 馬場淳様より卓話を
いただきました。

ゲストビジター：諏訪赤十字病院 第一小児科部⻑ 馬場淳様

分娩施設には新生児蘇生に習熟した医療スタッフが、
突発的な出産に備え24時間体制で常駐していることが
必須となります。⻑野県は全国でも新生児死亡率の低い
県です。安曇野市に総合周産期⺟子医療センター
(こども病院)をつくり、更にそれらを支える地域周産期⺟子
医療センターを高速道路沿いに配置し、⻑野県内ほとんど
の地域から重症新生児を⼀時間以内に運ぶことのできる
周産期システムを構築してきたことも、⼤きく寄与しています。

出生とは、呼吸開始の準備が整っているか否かにかかわ
らず、胎盤と言う生命維持装置から切り離される人生最
⼤の試練です。出生時に、胎外生活に必要な呼吸循環
動態への移⾏が順調に進⾏しない事例は、全出生の約
10%にもみられます。また、全出生の約1%は、出生後、
直ちに積極的な心肺蘇生処置を受けなければ死亡する
か、重篤な障害を残します。
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5月 ⻘少年奉仕月間

■誕生日：伴在賢時郎君、太田信男君
■結婚記念日：⼤和眞史君、笠原宏文君、

小口秀孝君、竹上幸浩君、
八幡⼀成君、小平直史君
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5月13日
＜クラブフォーラム＞「やわらぎ/空」像清掃・卓話

ゲストビジター：諏訪湖エリアまちなか観光案内人 伊藤雅和様
LCV株式会社 代表取締役社⻑ 坂本万明様

観光ガイドの「諏訪湖エリア
まちなか観光案内人」

伊藤雅和様より諏訪の魅⼒
について卓話をいただきました。

諏訪の魅⼒と言いますと、高島城と酒蔵だと思いま
す。そして、酒蔵の裏にある 寺町も⼀つの魅⼒だと
思います。お寺があれだけの地域にまとまっているとい
うのも 全国的に⾒て珍しいと言われます。諏訪のお
寺には非常に素晴らしい仏像や彫刻が 残っています
し、春、秋の庭園も魅⼒的だと言われています。

「やわらぎ/空」像の清掃をおこないました。

我々もそうですが今、 若い方がお寺に入る機会が非常に少なく、地元の中学、高校生の
方が諏訪のお寺の 魅⼒をまず知らないです。これからは寺町の魅⼒を発掘していくとともに
是非、若い人にも諏訪地方のお寺の魅⼒を発信していくお手伝いもさせていただきたいと思
っています。
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5月15~16日
＜秦野RC御柱祭交流会＞

秦野RCの皆様（31名）が下社御柱祭へ
お越しになり、交流会をおこないました。
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5月20日
＜クラブフォーラム＞

⻘少年関係団体活動報告
ゲストビジター：ガールスカウト⻑野第7団委員⻑ 菊池佳子様

諏訪市スポーツ少年団本部⻑ 吉川正男様

ガールスカウト⻑野第7団委員⻑菊池佳子様、諏訪市スポーツ少年団
本部⻑吉川正男様より平成27年度の事業報告がありました。

補助⾦の贈呈をさせて
いただきました。

今後とも地域の子供達が
スポーツに参加できるよう
努⼒して参りますので、
よろしくお願いします。

2016年の登録者数は22名で、成人を
入れると53名です。今年は御柱祭です、
月1〜2回は触れ合うようにしています。
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5月27日
＜ゴルフ例会:諏訪湖CC＞

3組10名が熱戦を繰り広げました！
優勝 早出由男会⻑（NET74.0）

準優勝 笠原宏文会員（NET74.4）
第3位 高橋正司会員（NET75.0）

58



6月 ロータリー親睦活動月間

■誕生日 折井俊美君、宮坂美保子君
■結婚記念日 平林明君
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6月3日
＜クラブ協議会＞次年度に向けて

ゲストビジター：諏訪清陵高等学校付属中学校 藤森美紀様

伊藤武利会⻑エレクトと竹上幸浩次年度幹事より次年度に向けた
抱負について、お話しいただきました。

入会10年のキャリアの浅い私ですので、未熟
ではありますが竹上幹事さんと⼒を合わせて
任務を全うしたいと思います。来年6月11日
には「60周年式典」があります。いろいろな

お知恵と応援を頂いて成功することと
思いますが宜しくお願いします。

・7月1日の例会から来年6月30日の例会まで
365日みっちりやらせて頂きます。

・法定休日以外に4日間の休日を設定し、
計46回（1回増）の例会を設定しました。

・予算は44名を基準に作成しました。



月日 № 月日 № 月日 № 月日 №

7/3 21 10/2 － 1/8 ● 4/3 －
10 14 9 3 15 33 15 －
17 35 16 12 22 － 22 －
31 4 23 － 29 5 5/13 15
8/7 7 11/6 9 2/5 17 20 30
21 － 8 － 12 38 27 －
28 18 20 4 19 27 6/3 2
9/4 26 27 31 26 18 10

11 13 12/4 8 3/4 39 17

18 21 11 39 11 34 24

25 26 18 41 25 10

★ラッキーナンバー（2015-2016）
2、5、6、26、37 № 回数 № 回数

1 21 2

2 2 22

3 1 23

4 2 24

5 2 25

6 1 26 3

7 1 27 1

8 1 28

9 1 29

10 1 30 1

11 31 1

12 1 32

13 1 33 1

14 1 34 1

15 1 35 1

16 36

17 1 37 1

18 2 38 1

19 39 2

20 40

41 1

（参考：回数表）
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