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2019～2020 年度 Ｒ．Ｉテーマ
ロータリーは世界をつなぐ

R．I 会長 マーク・ダニエル・マローニー
クラブ標語：「It is much More lmportant how to be good ,rather than how to do good 」

～創立記念夜間例会～
★ 配布 ・幹事報告 18 号
★ ゲスト
2019-2020 年度中信第一グループ
ガバナー補佐 折井
幹事 小林
松本南ロータリークラブ
会長 原
幹事 堀

ですが、今回 武漢で発生した新型コロナウィルスの感
染源については、まだ明らかではありません。日本で
は中国人の団体旅行客を担当した運転手さんが発病し、
また、ガイドさんが発病ということで、人から人への
感染と、潜伏中でも感染するという事が確認されまし
た。新型コロナウィルスについては、その特徴や有効
な治療方法など、まだわかっていないことがほとんど
なので、最新情報をチェックしながら、できることを
していくしかないわけですが、1 年のスタートからこ
ういう状態では、今年も先が思いやられるような気が
してなりません。皆さんくれぐれもお気をつけくださ
い。
さて、本日は折井ガバナー補佐、小林幹事様。それか
ら、親クラブの松本南 RC 原会長・堀幹事様をお迎え
して、
あづみ野RC創立34周年を開催できますことは、
私たちあづみ野 RC の会員にとってまことに喜ばしい
事でございます。心から感謝申し上げます。あづみ野
RC は 1986 年、昭和 61 年 2 月 2 日に 21 名で創立さ
れ、職業奉仕、社会奉仕、青少年、国際奉仕と奉仕活
動を続けてまいりました。本日の創立記念にあたり、
先輩たちの築いてきていただいた足取りを思いながら、
これからのあづみ野 RC の発展を考える一夜に出来た
らと思っております。
また、今年は東京ロータリークラブ創立 100 周年、い
わゆる日本のロータリークラブ誕生から 100 年という
節目であります。このことも合わせて祝い、今後の発
展を目指したいと思います。
最後になりますが、ここにお集まりいただきました皆
様のご健康とご多幸をご祈念申し上げまして挨拶とさ
せていただきます。

正明様
雅範様
昌伸様
忠士様

★ 会長挨拶 [中村会長]
本日は、第 34 回目の創立記念
夜間例会であります。開催にあ
たりご挨拶申し上げます。
昨年は大きな災害がありまし
た、中でも台風 19 号は長野県
にも甚大な被害をもたらしま
した。被災された方たちにおかれましては、1 日も早
い復旧、復興を願うばかりであります。そのようなこ
ともあって、今年は平穏な 1 年になってほしいと新年
会等で申し上げたばかりです。ところが、中国武漢で
発生した新型コロナウィルスが猛威を振るっておりま
す。今日時点でのネット情報だと、中国では患者数が
2 万人を超え、死亡した人も 500 人近くに上っていま
す。1 日で患者数が 2,000 人ずつ増えつづけているよ
うな状態です。また、最近のニュースでは、さらに感
染が疑われている人がまだ 2 万人以上いるということ
で、中国では、各地で増え続ける患者の対応に追われ、
病院の建設が急ピッチですす
んでいるようです。日本国内では私が聞いている限り、
19 名の感染者がでております。中国以外海外へも感染
が拡大し、各国ではそれなりの対策をとっているよう
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★松本南ロータリークラブ
会長 原
昌伸様 挨拶
本日はあづみ野 RC 様の
「創立記念例会」開催おめ
でとうございます。また本
日の晴れの席にお招きを頂
きありがとうございます。
幹事の堀共々、お祝いには
せ参じました。宜しくお願い申し上げます。
この年になると 5 年前の記憶も覚束なくなります。
ましてや 34 年前の出来事は・・と言いたいところで
すが、昭和 61 年生まれ、たまたま私の息子と同じ年
になります。当時はバブルが始まる頃、日本中が熱
気で沸騰し始めていた頃で有ったような気がします。
その後バブルも長続きすることもなく弾け、10 年と
も 20 年とも言われる失われた時代が続きました。
も
っとも今年になっても米中貿易摩擦や米国・イラン
の対立そして新型ウィルスによる肺炎の急速な拡大
などなど、いまだに暗い話題に事欠きません。その
中にあってあずみ野 RC 様はミャンマー学校建設で
すとか三角島プロジェクト、子供食堂、さらにはイ
ンターアクトの提唱など歴史に刻まれるような成果
をコツコツと積み上げられていらっしゃいます。世
情に左右されることなく着実に歩まれるその姿には
ただただ敬服するばかりです。
次に私達松本南 RC の現況について少しだけ触れて
みたいと思います。昨年 7 月に前会長よりバトンを
受け取ってから半年間、地区大会や IM、また地区開
催のセミナーや親子クラブへの表敬訪問、さらには
メインとなる奉仕事業など大半の事業を昨年中に実
施することが出来ました。まさに怒濤の半年間であ
ったような気がいたします。そんなわけで今年の松
本南 RC では残された大きな事業は余り有りません。
そこで今年は次年度予定されています、松本南 RC
創立 60 周年事業に向け具体的に動き始める年であ
ると考え、実行委員長を先頭に粛々と始めて行きた
いと考えております。これからも宜しくお願い申し
上げます。
最後になりますが、
あづみ野 RC クラブの皆様にとっ
てますますのご健勝を祈念いたしまして、挨拶とい
たします。本日は宜しくお願いいたします。

★ 幹事報告〔小穴幹事〕

別紙参照
◇出席
会員総数 27 名
出席免除会員数 3 名
本日の出席率
前々回（1 月 15 日修正出席率）
出席者：12 名
欠席者 ：10 名
欠席者：12 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：12 名
出席率：50.00％ 出席率 ：91.66％
◇ニコニコ BOX
赤羽：創立夜間例会を祝して
場々：創立記念を祝して
藤森（康）
：皆様、大変にお久しぶりです。2 年 9 か
月ぶりの出席となっていました。状況に変化はない
のですが、
バスケットに専念させていただいてます。
先日、ロータリーカップで乙女達、優勝させていた
だき、中村会長には大変お世話になりました。
飯田：創立記念を祝し、そしてゲストの皆様ようこ
そ
石田： 創立記念夜間例会を祝して。ゲストの皆様
ようこそ。
笠原：お寒い中、松本南クラブ会長・幹事様ご苦労
様です。
丸山（慶）
：創立夜間例会にガバナー補佐折井様は
じめ原会長、
お越しいただきありがとうございます。
宜しくお願い致します。
三原：創立記念夜間例会を祝して。
中村： 第 34 回創立記念を祝して。折井ガバナー補
佐、小林幹事、原会長、堀幹事様をお迎えして。
小穴：折井ガバナー補佐、小林幹事、原会長、堀幹
事ようこそあづみ野へ。楽しんで下さいませ。
下里：創立記念を祝って。昨日、長野県優良技術者
表彰を受賞して参りました。
高木：創立記念夜間例会おめでとうございます。
折井：お世話になります。
‘まつもと夢ピアノ‘の
記事がロータリーの友 2 月に掲載されています。ご
覧いただければ幸いです。
小林：今週末のＩＭよろしくお願いいたします。
原・堀：本日はおめでとうございます。お世話にな
ります。宜しくお願い致します。
〔36,000 円〕
今年度ニコニコＢＯＸ計 436,800 円
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