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2018～2019 年度 Ｒ．Ｉテーマ
インスピレーションになろう

R．I 会長 バリー・ラシン
クラブ標語：「It is much More lmportant how to be good ,rather than how to do good 」

～8 月は会員増強・拡大月間です～
★ 配布 ・幹事報告 3 号・R の友⑧・G 月信 8 月号
★ ロータリーソング ・君が代 ・奉仕の理想

「生活困窮家庭支援プロジェクトについて」
ロータリーの友、平成 29 年 6 月号、
「困窮世帯に
食料品を届ける活動を支援」甲府北ＲＣより抜粋。
山梨県内の 1,356 困窮世帯に１万 6,411 箱の食糧
支援を行っている。夏休み中は学校給食がありませ
ん。
「夏には困窮世帯の子どもは痩せるんです」この
言葉に衝撃を覚えました。
今まで、私はどんな現実を見てきたのだろうか、
すぐ身近にある事を見逃してきた思いです。生活保
護者と生活困窮者の違い、安曇野市の現況はどうな
のか、昨年の 6 月に市役所に聞いてみました。生活
保護者数は把握しているが、生活困窮者の実数は基
準が曖昧のために、
把握できないとのこと。
今年度、
生活困窮家庭の実態を学習し、11 月 21 日に予定し
ている当クラブのロータリーデイにおいて、南濃
IAC と共同で生活困窮家庭プロジェクト「こども食
堂」を社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会を中心に
皆様と実現させたいと考えております。
前回予告しました「2016 年手続要覧」の読み合わ
せは、本日は時間の関係で次回以降にさせていただ
きます。

★ ゲスト・松本南ロータリークラブ
会長 花岡 徹 様
幹事 花岡貞夫 様
・米山奨学生 グエンティトゥイニー様
★ 会長挨拶 [小林会長]
先月の 23 日に二木幹
事と共に、親クラブであ
る松本南ロータリークラ
ブ様の例会に出席させて
いただきました。伝統あ
るクラブの例会は、会場
からも醸し出す厳粛さに
身が引き締まる思いをしま
した。歴史を振り返ると、松本南 RC 様の創立は
1961 年、私の生まれる 1 年前にもなります。子ク
ラブは 3 クラブ、大町 RC、松本西南 RC、あづみ
野 RC を生み出していただき、当クラブは 3 兄弟の
末弟になります。長男の大町 RC、次男の松本西南
RC は共に子クラブを生み、松本西南 RC において
は孫クラブまで生んでおります。それに比べ、当ク
ラブは 33 歳になろうかというのに、子供をつくる
どころか、会員減少に歯止めがきかず、結婚すらで
きない状況です。子供はいくつになっても親のすね
をかじると申しますように、松本南 RC 様には、今
後も引き続き、ご支援ご指導をお願い申し上げてま
いりました。

★ 幹事報告〔二木正之 幹事〕

別紙参照
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★松本南ロータリークラブ 会長
花岡 徹 様ご挨拶

立ち上がり、本年度中には実行委員会に移行する予
定でおります。
私どものクラブは今年度 55 名でスタ
ートさせていただきました。
私の入会時 2000 年には
64 名の会員がいて、中信地区では一番の会員数を誇
っておりましたが、今期は私どものクラブより会員
が多いクラブが 2 つあるといった状況です。ロータ
リーの名誉をけがさぬよう、
更なる会員増強に励み、
60 周年には多くのクラブの皆様をお呼びすること
が出来る様、励みたいと思っております。
今後とも、何卒宜しくご指導賜りますことをお願い
いたしまして、
私のスピーチとさせていただきます。

松本南ロータリークラブ
今年度会長の花岡 徹、
幹
事の花岡貞夫でございま
す。ご存知の方もいらっ
しゃるかと思いますが、
私共はいとこ同士でありまして、従兄弟は旅館すぎ
もとの御当主であり、安曇野クラブ様の中にもお世
話になっている方が多くいらっしゃるのではないで
しょうか。
私は今回で、安曇野クラブ様に訪問させていただく
のが 2 回目となります。1 回目は幹事として、10 年
前、当時の池上会長と訪問させていただきました。
10 年前は、夜間例会にお招きいただき、大歓迎を受
けました。大変ありがとうございました。 そして今
回が 2 回目の訪問となります。
私の職業分類は、整形外科医です。松本市の美ケ原
温泉で、小さなクリニッを開業しております。 大学
は聖マリアンナですが、卒業後すぐに信州大学整形
外科に入局し、学位をいただきました。 研修医時代
に、当時の豊科日赤（現在の安曇野赤十字病院）に
勤務していたことがあり、現在もお世話になってい
る先生がいらっしゃいます。今後とも宜しくお願い
申し上げます。松本市医師会では、副会長を務めさ
せていただいておりますので、医師会関係の方には
お世話になっていると思います。あらためて御礼申
し上げます。今回、会長職を拝命するにあたりまし
て、ロータリー、医師会両方にご迷惑をかけないよ
う努力するつもりでありますので、何卒宜しくご指
導お願い申し上げます。
ロータリーには 2000 年 7 月の入会ですので、
今年で
19 年目となります。私共松本南 RC としては、20 年
に満たないで会長になった方は少ないと思います。
こんなところにも会員減少の波が来ているのかと思
います。
また地区では、中川ガバナー年度より 3 年間地区ロ
ーターアクト委員長を務めさせていただきました。
小穴前ガバナー補佐はじめ、その際にお世話になっ
た方々には御礼申し上げます。
さて、 松本南ロータリークラブは、私が第 59 代目
の会長になります。
再来年の赤羽正康さんの年度には、
60 周年を迎えま
す。実は赤羽さんも私の従兄弟で、赤羽さんは 50
周年当時の幹事でありました。この年、東日本大震
災が発災し、50 周年記念祝賀会等を行うことができ
ませんでした。 現在 60 周年記念事業準備委員会が

◇出席
会員総数 28 名
出席免除会員数 2 名
本日の出席率
前々回（7 月 4 日修正出席率）
出席者：12 名
欠席者 ：15 名
欠席者：16 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：11 名
出席率：44.44％ 出席率 ：88.88％
◇ニコニコ BOX
石田：松本南 RC 会長 花岡徹様、幹事 花岡貞夫
様をお迎えして。
笠原：すみません、早退します。
小穴：花岡会長、花岡幹事様、ようこそあづみ野へ。
会議のため早退します。
高木：松本南ロータリークラブの会長・幹事をお迎
えして。
〔4 件 25,080 円〕
今年度ニコニコＢＯＸ計 53,000 円
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