
蕎麦の花 満開
　蕎麦の花は白、収穫までの期間が短く、荒れ地でも良く育ちます。ここ下條村親田では、夏そば、秋そばの二期作。
国道沿いの道の駅内、そばの城で名物辛み大根そばをご賞味ください。
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人類に奉仕するロータリー

事務所　飯田市通り町4-1293-1
　　　　☎23-3430 FAX23-3433
　　　　URL:http://iidarotary.com/
　　　　E-mail:iidarc@titan.ocn.ne.jp
例会日　毎週水曜日 PM12:30～13:30
例会場　シルクホテル　☎23-8383
　　　　会長　武 井 清 彦 　幹事　松 村 一 成

R.I.会長　ジョンF.ジャーム



　今年のRI会長ジョン.

フランクリン.ジャーム氏

の掲げるテーマは『人類

に奉仕するロータリー』と

発表されました。111年

の歴史の中で、会員はロー

タリーを通じて友人と出会い、地域社会とつなが

り、目的意識を持ち、人々との絆を育み、キャリ

アを築き、他では味わえない貴重な経験をしてき

ました。毎週34,000以上のクラブのロータリアンが

集う1番の理由は、“最も大切な目標すなわち「奉仕」

の為です”と述べられております。そしてRI2600地区

原 拓男ガバナーは、地区の標語を「Basic ＆ New」

原点に返り新たな改革をとし、行動指針を「長所

を認め合い絆を深めよう」とされました。現在の

社会は日々様々な変化、発展をしています。ロー

タリーに於いてもこの変化を無視する訳には行き

ません。「温故知新」伝統を継承すると共に、より

良い奉仕の為の新しい考え方の採用や新しい事も

取り入れて行かなければなりません。飯田ロータ

リーもこの方針を尊重し、事業の基本に据えて行

きたいと思います。昨年度は60年の長きに渡る節

目を迎え、今年は100周年の未来に向けての第一歩

の年度となります。そこで今年度の飯田クラブテー

マは「未来に向けて行動しよう」としたいと思い

ます。

　クラブの現状は今後出てくるであろう会員数の

大幅な減少等、クラブの存続が危ぶまれる事態に

ならない様、今私たちが長い歴史と伝統を守りな

がら、守る物は何か、何を変えれば良いのかを考

えて行動して行きたいと思います。そこでCLP（ク

ラブリーダーシッププラン）を飯田クラブの現状

に即した形で取り入れ、どこに行っても、自分の

クラブは何をしているのか胸を張って言える様な

奉仕活動を行い、100周年の未来に向けた元気なク

ラブ作りを目指したいと思います。

　2016年規定審議会において、世界中のロータリー

地区の代表議員がシカゴに集まり、クラブ運営に大

幅な柔軟性を認める決定が下されました。これらの

決定には、例会の頻度、場所、方法および会員種類

に関する変更が含まれています。今年度7月1日よ

り有効となっていますので、現会員および地元の職

業人や市民のニーズと関心にクラブが答えるため、

飯田クラブがどのような変更を今後取り入れるべき

か、会員皆で、今後の飯田ロータリークラブの有り

方を議論し、行動して行けたらと思います。

　そして元気な価値観、考え方、活動で地域社会

に貢献し、楽しい飯田ロータリークラブとなれる

様、皆様の御指導、御協力をお願い申し上げます。

会　長　武　井　清　彦
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　この度幹事の大役を仰

せつかりました。

　会長を補佐し当会の活

動がスムーズ且つ楽しく

できますように努めさせ

ていただきますので、皆

様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

　昨年より組織の役員の構成をしたり会計予算を

組んだりしている中で本当にロータリーの大変さ、

又おもしろみが少しずつ分かってきました。と申

しましても、実際には毎日が勉強で本当に大変な

役目を受けてしまったと悔やむ毎日です。しかし、

受けた以上頑張らねばと思い一生懸命に取り組ん

でいます。

　地区協議会で前会長に、「最初から幹事の人はい

ない、一年経ってみると幹事になるのだ」と言われ、

その言葉を肝に銘じて行いたいと思います。

　毎回例会の度に飯田クラブの歴史の重さをひし

ひしと感じ身が引き締まる思いです。私も昭和30

年生まれ、飯田クラブとほぼ同じ年ですのでこれ

からの飯田ロータリークラブの歴史を汚さないよ

うに全力で臨んでいきたいと思います。

　一年間どうぞ宜しくお願いします。

幹　事　松　村　一　成

　本年度、SAAを拝命い

たしました伊藤です。精

一杯務めさせて頂きます

のでよろしくお願い申し

上げます。

　SAAとはどのような意味

があるのか調べたところ、SAAとはSergeant-at-arms

の略だそうです。Sergeantとはラテン語で「召使」

を意味するserviensを語源とする言葉で、もとも

と中世イングランド王国において、国王を警護す

る役人に対して与えられていた官職名であったそ

うです。国王や大領主の行う儀式の際、秩序を乱

さず監督することを職務としており、その責任は

重く厳重に武装（at-arm）していたそうです。そして、

この制度がアメリカの議会に導入され、その後ロー

タリーにも及んだと云われています。

　ロータリークラブでのSAAの役割は、まさにク

ラブ例会で品格と風紀を守り、会合の目的を達成

するための設営及び監督をすることです。つまり

例会場の管理権者であるとのことですが、私は入

会5年目で、未熟な点が多々あろうかと思います。

皆様からご指導いただきながら、活気ある例会運

営を心掛けて参りたいと思います。一年間どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

SAA　伊　藤　桐　人
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　昨年度は幹事として大

変にお世話様になりまし

た。皆様のご支援のお陰

で何とか任務を全うする

ことができました。あり

がとうございました。今

年は副会長・クラブ運営委員長ということでお世話

になりますが、相変わらずよろしくお願いします。

　さて、県下2番目の伝統を誇る当クラブは、全員

の結束の下、60周年記念事業を成功裏に終らせまし

た。そのエネルギーを組織内部に蓄え、今年度から

また新しい未来に向けた事業が開始となります。

　RI2600地区 原拓男ガバナーは、「Basic & New」

原点に返り新たな改革をとスローンガンを掲げ、

当クラブ武井清彦会長は、「未来に向けて行動しよ

う」を当クラブのテーマとしました。

　最近におけるロータリークラブの最大の課題は

組織の存続であることに疑問を挟む人はいないと

思います。自らのクラブの良さを認める（当クラ

ブでは誰もが認める価値観と信じています）と共

に対外的にこの良さを共有できるメンバーを増や

していくことが必要です。常に新会員に関するア

ンテナを張り、全員で地道に努力する必要があり

ます。RIの規定審議会が組織のあり方に関する新

たな方向性を出しました。委員会の提言する内容

を検証しつつ、2600地区の動向を踏まえ、当クラ

ブもどのように対応して行ったらいいのかの検討

を迫られています。

　特にこの様なことを皆様と共に考え、行動してい

く事になりますが、どうぞよろしくお願いします。

クラブ運営委員長　木　下　伸　二

　昨年度は大変お世話に

なり、誠にありがとうご

ざいました。全会員のご

協力により、通常の事業

に加え、創立60周年を祝

うことができました。

　そして、本年度から新たな10年のスタートとな

ります。正に、武井会長の本年度テーマである「未

来に向けて行動しよう」であり、その為に、RI2600

地区の標語「Basic＆New」の実践です。ロータリー

としての基本を確認する中で、新しい奉仕活動を

考え、具現化を図っていく一年にしていかなけれ

ばなりません。

　奉仕活動委員会は、本年度も職業奉仕、社会奉仕、

青少年奉仕の3つの小委員会で構成されます。職業

表彰、職業奉仕の見える化、地区補助金を活用し

た事業、新しい社会奉仕活動、節目を迎える飯田

ローターアクトクラブへの支援等、内容は多岐に

わたります。事業の企画～実施については、それ

ぞれの小委員長を中心に進めていただきますので、

私は小委員長が実力を発揮し、成果をあげていた

だけるように、ひたすらバックアップすることに

努めて参りたいと考えます。

　未来に向けた歩みを全員が確認できる一年とな

るように、全会員のご協力をお願い申し上げます。

奉仕活動委員長　外　松　秀　康
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　国際奉仕委員会を担当

します松澤です。昨年の

8月地区セミナーで、「財

団担当の委員長は3年連続

が望ましい」とのことで、

今年も担当することにな

りました。皆様のご理解とご協力をひたすらお願い

するばかりですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

   昨年より、ロータリー財団・米山記念奨学会寄

付をすべての会員に、各1万円を口座引き落としを

基本にしていただくようになりました。皆様のご

理解に感謝申し上げます。

   RI第2600地区には継続事業として、ロータリー

財団・米山記念奨学会寄付金額の目標があります。

その達成にはもう少し募る必要があります。

　輪番制の再構築という方針を武井会長から頂い

ております。次年度のことも配慮しながら計画し、

本年は夏からお声がけし、10・11月の月間にはと

考えております。ご理解をいただき、ご協力をお

願い申し上げます。

    さらに、11月例会に韓国生まれの李明淑さんを

お招きし米山奨学生の卓話を予定しております。

日本人の同世代より、はるかに厳しい時代を生き

て来た方から何かを学びたいと思います。RI第

2600地区の原ガバナーは、今年の行動指針を「長

所を認め合い絆を深めよう」とされております。

   世界の経済と政治は混迷を深めております。ロー

タリーの第4の奉仕活動である「国際奉仕」のその

歴史的経緯を理解し、ロータリアンの責務を今一

度認識する時が来ております。

国際奉仕委員長　松　澤　　    徹

　この度、第40期飯田ローターアクトクラブを仰

せつかりました、福士恭平と申します。不慣れな

点が多々ありますが、一生懸命努力して参ります

のでよろしくお願いいたします。

　新年度を迎え、クラブの現状と今期の目標につ

いてご紹介いたします。クラブ会員は現在男性5名、

女性3名の計8名となっております。前年度から2

名減ではありますが、クラブ活動に真剣に取り組

み活気のあるクラブにしていきたいと思います。

　そして、今期のクラブテーマは「輝き」としま

した。次のとおり取り組んでいきたいと思います。

１．会員一人一人が意見を持ち、発言することで

より良いクラブ運営ができるように努めます。

２．積極的な呼びかけ、情報発信を行い、会員増

員に努めます。

３．他地区の行事に参加し、仲間を増やし、困っ

たときなどに助け合える強いつながりを築いて

いきます。

以上のことを目指し、「輝き」のある飯田ローター

アクトクラブにしていきます。

　今期で飯田ローターアクトクラブは創立40周年

を迎えます。40周年の記念行事も控えており、こ

れから準備など苦労することがあるかと思います。

辛い時こそ笑顔を忘れず、みんなで助け合い、40

周年を最高の形で迎えられるように会員一同、一

丸となって取り組んでいきたいと思います。

　最後になりますが、今期一年飯田ローターアク

トクラブ会員一同よろしくお願いいたします。

第40期飯田ローターアクトクラブ会長　福　士　恭　平
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　武井新年度がスタートしました。60年が終わり、新たな10年に向かい、未来に向けて行動し
ましょう。梅雨が開け暑い夏が続きます、お身体に注意して元気に夏を乗り越えましょう。

（クラブ広報委員）

　飯田ロータリークラブ創立60周年、会員の皆様
おめでとうございます。昭和31年6月13日の創立
総会をチャーターメンバー 25名でスタートし色々
な出来事を乗り越えて60年の月日が飯田ロータリー
クラブをより良いクラブに成長してきたのかと今
更ながら感じているのは私だけでしょうか？

　さて、昨年の8月
に第1回の実行委員
会を前田委員長を
中心に18回を数え
る実行委員会、又4
回の準備例会をし、

その間に記念事業内容を小出義雄氏の講演、各方
面への寄付を決定、記念式典の来賓・式典内容、
祝賀会の決定をして地元紙への掲載等しっかりと
した準備をし、当日6月12日を向かえ心配した記
念講演も参加者300余名となり実行委員会もほっと
いたしました。
　その後の記念式典・祝賀会も三石さん，榊山さ
んのそれぞれの名司会により盛大に行われ、サプ
ライズとして用意した遠山事務局さんへの感謝状
の贈呈も感動のうちに終了し来賓をはじめ多くの
方々より素晴らしい、さすが飯田ロータリーとお
褒めの言葉をいただきました。

創立60周年記念事業を終えて
副実行委員長　畠　中　　　實副実行委員長　畠　中　　　實
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れており、飯田の街を背景に紫の穂
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