
 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、27日の日曜日に諏訪湖マラソン大会が行われまして、競技監察として参加

しました。台風一過の晴天に恵まれ、最高のマラソン日和でした。 

平成元年に「諏訪湖の浄化」をテーマに掲げスタートして、25回目となり「全国

マラソン 100選」にも選ばれている市民マラソン大会となっています。 

今回より日本陸連公認のハーフマラソンとなり、高低差が 6.5ｍで走りやすいコ

ースのためか、参加ランナーは 81 歳を最高に全国から 8,000名で、ボランティアは

各種団体や企業など約 800名がサポートとして活躍しました。 

 諏訪地域にとってかなりの経済効果があったのではないでしょうか。 

 

 

 

 

・ クラブ内規「1.役員および理事指名委員会」に基づき理事・役員指名委員会委員

を委嘱します。  ・委員長＝宮坂 伸 ・委員＝宮坂宥洪、矢島 實、小野 仁、

中畑隆一、宮澤由己、北村正春、佐藤有司、井上保子 

・ 地区大会の折に R財団年間寄付額優秀クラブ第 2 位、米山記念奨学会年間寄付額

優秀クラブ第 3 位となりました。感謝状を頂きましたので、回覧します。 

・ 地区大会に第 2840地区桐生赤城 RC金井栄則会員がガバナー知人という事で参加

され、当クラブとバナーの交換をいたしましたので、回覧します。 

 

 

・ 諏訪湖周一斉清掃の礼状が雨天中止でしたが届いております。 

・ 米山記念奨学会より第 28回米山功労クラブ感謝状が届いております。 
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役員および理事指名委員会  2014-2015年度役員・理事の立候補及び推薦を 11 月

5日正午まで受け付けます。申し出のある方は委員会まで申し出てください。 

R 財団委員会  年度当初より財団、米山への寄附のお願いをしておりますが、12

月 25日頃までに是非ともお願いいたします。※11月 R レート 1＄100円 

 

 

 地区大会では皆様には献身的に朝から遅くまで参加いただきありがとうございま

した。また、寄付表彰を 2 つ受けられたことは宮坂ガバナーも大変喜んでおられま

した。皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

ガバナー公式訪問同行者報告 

北澤洋之介会員 佐久コスモス RC 7/29 訪問 

 先に行かれた同行者の方の情報も無いままによく分からずガバナーに同行しまし

た。佐久方面には縁がなく、天気も悪くどれくらいの時間がかかるのか分からず早

く出ましたが、ガバナーと話も弾みあっという間についてしいました。すでにクラ

ブの幹事さんが待っておられましたので、すぐに懇談に入りました。 

 ニコニコボックスの雰囲気が岡谷と違い、委員会が前に出られ今日のニコボック

スはガバナーが来られておるので多数のみなさんに願いしますという事で、出され

る方は挙手をして前に出てコメントして出す、というものでした。落ち着いた雰囲

気のクラブでした。当日はとても緊張しておりました。 

 

杉田隆夫会員 富士見 RC 8/1・箕輪 RC 10/25 

 富士見 RC に同行しました。20 名のクラブで平均年齢は少し高めでした。若い人

の入会が無く困ると言っておりました。和気あいあいの雰囲気でした。まず別室で

食事を済ませ例会が始まりました。ニコボックスは多くの方が良いことがあったと

いう事で入れているようでした。 

 9/11 に千曲川 RC 同行の予定でしたが、都合が悪く佐伯会員に代わって同行して

もらいました。ありがとございました。 

 箕輪 RC は今年 4 名入会され 19 名のクラブでした。例会に町長を招くそうです。

年齢層のバランスの良いクラブでしたが、2 回目会長職の方も多くわりと早く会長

が回って来るようです。ガバナーの話は分かり易く具体的な指針を示され、会長も

分かりやすい話だった、若い会員にも理解ができたと言っておられました。 

 

佐伯克己会員 小諸浅間 RC 8/6・千曲川 RC 9/11 

 遅れないように早く出ましたら早く着いて小諸市内を充分にドライブして来まし

た。緊張のままあっという間に一日が終わった感じでした。 

 会員増強がテーマと言っておられ、その点をガバナーと話していました。 

千曲川 RC は 21 名平均年齢 65 歳、会長は紅一点女性でした。27 年目のクラブで環

委員会報告 

ガ バ ナ ー 事 務 所 報 告 

 



 
境保全を第一に掲げられているようです。クラブの活動を DVD にして行政、学校関

係に配布して広報活動の一環にして次世代を担う皆さんを育成したいとやられてい

るようでした。80 歳代のメンバーが他地区の RC の橋渡しをして対外的な行事を立

案されていうようです。隣クラブと連携して魚のつかみ取り、その魚の養殖等継続

的な行事を行っていうようでした。ガバナーの話は分かりやすく、私も勉強させて

頂きました。 

 

中畑隆一会員 蓼科 RC 8/7 

 会場は望月東急ゴルフクラブで 4 月-11 月まで。12 月-3 月までは JA 佐久浅間望

月支所で例会だそうです。食事は来た順に済ませ、例会中も食事している方もいま

す。13 名のメンバーで委員会が重複していました。会長経験者が今度は幹事という

ように複数回やられているようです。当日は入会式がありガバナーにバッジの授与

を受け感激されておりました。 

 

瀬戸雅三会員 長野北 RC 8/8 

 ホテル国際 21でしたが早く着きました。今まで機会が無く 1日を通してガバナー

と車の中や例会を通して話をさせていただき私自身勉強になりました。私は岡谷 RC

しか知らないので、どこのクラブこのようにやっているかと思っていましたが、一

番驚いたのは、点鐘後立ち上がって夫々全員と握手をしました。ニコボックス報告

を自分自身が前に出てするところが岡谷とは違っているところだと思いました。 

 

小口泰史会員 塩尻 RC、塩尻北 RC 合同 8/9・みゆき野飯山 RC10/9 

 塩尻、塩尻北 RC の合同例会に同行しました。ぎりぎりの到着でした。両クラブと

も会員数が少ないのでいつも合同例会にしているようです。当日は誕生会でしたの

で塩尻のノンアルコールワインで乾杯しました。誕生日の方は夫婦同伴で出席でし

た。塩尻にはパストガバナーが 2 名おられるので私よりもガバナーの方が緊張して

いるようでした。 

 みゆき野飯山 RC へは例会場「じょんのび」という事で着きましたが閉まっていて、

事務局へ連絡をしたら、今回は違う場所ということでしたので、急いでそちらに行

きました。「じょんのび」は夜間例会用の会場で飲み屋さんでした。会員数少なく殆

どが夜間例会のようでした。明日は上田方面に同行です。安全運転で行ってきます。 

 

佐藤有司会員 長野南 RC 8/19 

 ナビで行ったのですが、目的地についても会場が分からず探していましたら駐車

場に会場所有のバスを見つけやっと着きました。佐藤
．．

会館というところでした。雰

囲気は岡谷に似ていました。当日は雑誌、会報委員会の「R の友」の紹介という事

でとても熱心で独自の資料も含め多くの枚数の資料がありました。29名のクラブで

したが、熱気のあるクラブでした。 

 

林 広一郎会員 飯田東 RC 8/20 

 22 名のこじんまりとしたクラブでした。会員増強が課題と言う事で、飯田市に 3

つクラブがあり候補者の取り合いになる、また企業が外に移る動きがあり会員の候

 



 
補者がいないのが悩みであるという事でした。しかしリニア新幹線の駅ができると

いう事で、また盛んになれば良いとも言っていました。例会の雰囲気は岡谷と同じ

ような和気あいあいとした和やかな雰囲気でした。ただ、ニコボックスは一人一メ

ッセージが義務のようでした。また、役職もすぐに回ってくるので参画意識は旺盛

でした。ガバナーの話は私もポリオの話を初めて聞いて理解を深めることが出来て

良かったと思いました。 

 

 

 

 
 

  

井上保子・大橋正明・小口泰史・小野 仁・北澤洋之介・小松正二・佐伯克己・薩

摩 建・佐藤有司・杉田隆夫・瀬戸雅三・髙木昭好・武井利夫・竹村一幸・中嶋孝

一・中畑隆一・濵 毅・林広一郎・林 尚孝・林 靖高・原 史郎・平沢清文・宮

坂 伸・宮坂宥澄・宮澤由己・矢島 進・矢島 實・山岡正邦・山崎典夫  地区

大会おつかれさまでした。 

山岸邦太郎  昨日、建設工事基幹統計調査に係る国土交通大臣表彰(感謝状)をい

ただきました。これからも調査に協力して行きたいと思います。 

小野 仁  今月が創業月です。 

 

 

 

 

 

10/19 会員数４５名、出席者３０名、出席率７１.４３％、前々回訂正８５.３７％ 

10/29 会員数４５名、出席者３１名、出席率７３.８１％、前々回訂正７６.３２％ 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2013〜2014年度 RI テーマ 
ロータリ―を実践し 

みんなに豊かな人生を 

 


