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［会長挨拶］ 米津仁志　会長

　2021～22年度の会長を務め

させていただきます米津仁志

と申します。よろしくお願い

いたします。この歴史と伝統の

ある上田クラブの会長を担当

させていただくということで非常に緊張しております。

　私は平成11年にこの会に入会いたしました。今度の

９月で22年になります。最初の日に私にバッチをつけて

くれたのが柳澤幹事のお父さんでした。その時は３人

入会したのですが、先輩ばかりでなかなか居づらい場所

でしたけれど、だんだん皆さんのキャラクターも分かって

きて、多少厳しいようなことを言われても何とかこなす

ことが出来るようになました。今はロータリーの一員と

なり、ロータリアンライフを楽しんでいるところであります。

　この後、今年の方針についてお話しさせていただく

予定です。その中で今日の話をまとめたいと思っています。

熱海ではあんなことが起こってしまったりして、本当に

心が落ち着かない日々ですけれども、何とか１年間やって

参りたいと思います。皆さん、ご協力よろしくお願い

いたします。

［会長のはなし］ 米津仁志　会長

「ロータリーライフを楽しもう！」
　今日はまず、2021～22国際

ＲＣ会長シェカール・メータ氏の

ビデオメッセージをご覧いた

だき、なるほど今のロータリーは

こんな感じなのだと知っていただければと思います。

［慶祝］

お誕生月　８名

　石井　 人さん

　石田　眞人さん

　出田　行徳さん

　桑原　茂実さん

　酒巻　　弘さん

　島田甲子雄さん

　宮下　潤一さん

　金子　良夫さん

結婚記念月　５名

　酒井　喜雄さん

　比田井美恵さん

　南部　広樹さん

　斉藤　達也さん

　金子　良夫さん

事業創立記念月　２名

　河田　　純さん

　石田　眞人さん

皆出席　２名

　横沢　泰男さん

　河田　　純さん

第２８３６回例会（令和３年７月５日）



　シェカール・メータ会長の目標というのが「奉仕

しよう　皆の人生を豊かにするために」。そして、私が

考えているのが「ロータリーライフを楽しもう！」という

ことであります。今日皆様にクラブ計画書の原稿を共有

させていただきましたのでご覧ください。

　上田ロータリークラブの創立から62年目となります。

先輩のみなさまが長年積み上げ創り上げてきた奉仕

活動とクラブの絆に感謝を申し上げます。今年度もその

大きな歴史を受け継いでクラブ運営を進めてまいります。

会員のみなさまにはご指導とご協力をよろしくお願い

申し上げます。

 

　2020年～2021年は新型コロナウイルスの蔓延に

見舞われた年として永遠に歴史に残ることになるでしょう。

世界中の経済が封鎖され、株式市場は一時的に急落、

コロナショックと呼ばれました。しかし、人類の英知に

より、ウイルスのゲノムは猛スピードで解析されました。

そして、最新の設備で大量のワクチンが生産され、大量の

輸送がなされました。一年も経たないうちに世界中で

ワクチン接種が始まったのです。

　ロータリークラブでワクチンといえば、何と言っても

ポリオワクチンです。1979年９月、フィリピンのマニラ

都市部でボランティアによる児童への経口ポリオワクチン

投与が行われました。この活動にはロータリアンが

関わりました。

　このプロジェクトの成功をきっかけとして、ロータリーは

ポリオプラス・キャンペーンを発足させました。経口

ポリオワクチンの投与を受けた子どもの数は、全世界で

25億人以上になります。ロータリークラブの目指した

「ポリオのない世界」は現実になりつつあります。

 

　コロナ禍のいま、ロータリアンは悲観するのではなく、

前向きに行動するときであります。いまこそロータリ

アンであることに誇りを持ち、ロータリーライフを

楽しみましょう！今期の上田ロータリークラブの目標

（三つの重点項目）を共有させていただきます。

１．ロータリアンであることが奉仕活動である

　ロータリアンであること、このこと自体が奉仕活動

であります。ロータリアンであることで、ロータリーの

五大奉仕に寄与することになります。五大奉仕部門とは、

ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な基準です。

　① クラブ奉仕は、ロータリアンの行動を規定し、クラブ

機能を充実させる奉仕活動です。クラブにおいては、

親睦を深め、友情と結束を高めます。クラブがより

居心地のよい場所となるよう努めます。

　② 職業奉仕は、自分自身を律し、職務の道徳的水準を

高め、自らの職業を通じて奉仕の理念を実践して

いく奉仕活動です。

　③ 社会奉仕活動は、さまざまなプロジェクトを通じて、

地元に居住する人々の生活の質を高める奉仕活動です。

　④ 国際奉仕は、他国の人々を援助する様々な活動、

国際的な交流を通じ、また「ロータリーの友」を読む

ことなどによって、国際理解、親善、平和を推進

する活動であります。

　⑤ 青少年奉仕は、青少年交換事業や国際奉仕を通じて、

青少年ならびに若者にとって、好ましい変化がもた

らされるよう活動することであります。

２．会員の基盤を固める

　メータ会長は120万人の会員を130万人に引き上げる

目標を掲げています。会員増強が簡単でないことは事実で

あります。しかし、コロナ禍で社会が混乱しているいま、

上田ロータリークラブのことをよく理解し、クラブの

活動に積極的に参加しようと考える方に入会していただ

けるチャンスもあります。未充填の職業分類の会員や



女性会員が増えることは既成概念に変化を起こし、クラブを

活性化することになるでしょう。

　例会のオンライン化につきましては、当クラブは

出席率が良好であるため、状況を見て判断いたします。

クラブ運営の生産性が上がるＩＴ化は進めて参ります。

３．ロータリークラブのことを知ってもらう

　ロータリークラブについて社会に正しく理解していた

だくため、広報活動が重要であります。陰徳を積むことが

ロータリークラブの特徴であると聞いたことがあります。

しかし、一般の方々の中にはロータリークラブのことを

お金持ちがランチをする会と誤解している人がいるかも

しれません。

　このような理解では、社会に対してロータリークラブの

力を充分に発揮することができません。ロータリークラブが

どのような組織で、どのような活動をしているのか

知ってもらうことは大切なことです。このことはロータリ

アンが自らの存在や活動に誇りを持つことにつながります。

　ロータリーのビジュアルアイデンティティといえば、

ロータリーバッジです。しかし、その他の表現手段は

あまり利用してきませんでした。ロータリークラブ活動を

知らしめ、会員候補者に入会したいと思ってもらえる

ようなビジュアルアイデンティティを確立してまいります。

　会員を増やすためにオープン例会を開いてほしいとの

依頼も来ております。その機会にロータリーのことを

知っていただき入会のチャンスを増やしたいと思って

います。日程としては５月16日を予定しておりますので

よろしくお願いいたします。

　また、上田ロータリーは今年ＩＭの担当や新春合同

例会の担当等の多くの役割が廻ってきております。皆さん

にはお世話になることばかりですが、何卒ご指導のほど

よろしくお願いいたします。

　今年１年間、皆様にとって良きロータリーライフと

なりますことをお祈りいたします。

［幹事報告］ 柳澤雄次郎　幹事

１．ＲＩより　the rotarian ７月

２．ＲＩ事務局より

　　 日本事務局「在宅勤務延長」

のお知らせ

　　財団室ニュース７月号

　　７月ロータリーレートお知らせ　111円

３．地区事務所より　地区補助金説明会のご案内

　　新年度に当たり各クラブへの文書配信のお願い

４．伊那中央ＲＣより

　　 国際ロータリー第2600地区第28回インターアクト

地区大会ご参加、登録協賛のお願い

５．上田西ＲＣより　クラブ計画書

６．例会変更　上田東ＲＣ　　　７月７日㈬　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　21日㈬　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　８月４日㈬　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　11日㈬　定受なし

　　　　　　　上田六文銭ＲＣ　７月13日㈫　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　８月10日㈫　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　31日㈫　定受なし

　　　　　　　小諸ＲＣ　　　　７月21日㈬　定受なし

　　　　　　　小諸浅間ＲＣ　　７月20日㈫　定受なし

　　　　　　　長野東ＲＣ　　　７月21日㈬　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　28日㈬　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　８月11日㈬　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　18日㈬　定受なし

７．会報恵送

　　東近江ＲＣ、上田六文銭ＲＣ、松本西南ＲＣ、

　　上田西ＲＣ

８．理事会報告　ホームコンペはメイクになる

［ニコニコBOX］ 櫻井雅文　委員長

　安齋晃德さん　飯島幸宏さん

石井 人さん　石田眞人さん

出田行徳さん　伊藤典夫さん

内河利夫さん　小幡晃大さん

金子良夫さん　上島孝雄さん

柄澤章司さん　河田純さん　北村修一さん　窪田秀徳さん

桑原茂実さん　小山宏幸さん　酒井喜雄さん　酒巻弘さん

島田甲子雄さん　関啓治さん　滝沢秀一さん　田中健一

さん　田邉利江子さん　南部広樹さん　林秀樹さん

比田井美恵さん　布施修一郎さん　増澤延男さん　増田

幸一さん　丸山正一さん　宮川泰さん　宮下潤一さん

矢島康夫さん　栁澤日出男さん　柳澤雄次郎さん　湯田

勝己さん　横沢泰男さん　米津仁志さん　櫻井雅文さん

中村邦彦さん

本日喜投額　40名　￥143,500

　累　計　　　　￥143,500



［例会の記録］

司　会：関　宇陽　委員長

斉　唱：「君が代｣　「奉仕の理想」

●慶祝行事

●会長挨拶

●幹事報告

●年度会長方針説明

［ラッキー賞］

　伊藤典夫さん（米津仁志さんより、たろ吉パン）

　桑原茂実さん（矢島康夫さんより、金沢のきんつば）

　宮川　泰さん（矢島康夫さんより、金沢の水飴）

［出席報告］ 関　宇陽　委員長

本日 前々回
（６/21） 本日 前々回

（６/21）
会 員 数 57 57 出席免除（a） ０ ０

出席ベース 51 52 メークアップ
（ ）内 は Make up 後 1（49）

出 席 者 数 47 48 出 席 率 92.16 94.23
出席免除（b）

（　）内は出席者数 11（5） 11（6）

［次回例会予定］

７月19日㈪　小委員長挨拶

　　　　　　『ロータリーの友』紹介　雑誌委員会

（７月12日発行）
【会報担当】　土屋勝浩　副委員長

上田ロータリークラブカレンダー 前期７～９月迄分

２０２1～２０２2年度

月　　日 例会回数 プログラム 行事予定（クラブ内）

７月５日㈪ 2836 慶祝
年度会長方針説明

定例理事会
12日㈪ 2837 役員・理事・小委員長就任挨拶

19日㈪ 2838 小委員長挨拶
『ロータリーの友』紹介　雑誌委員会

26日㈪ 2839 納涼夜間例会

８月２日㈪ 2840 慶祝
会員卓話⑴（会員増強関係）

定例理事会

クラブ
アセンブリー

９日㈪ 休会（祝日） 山の日振替

16日㈪ 休会

23日㈪ 2841 会員卓話⑵　清水一郎会員
『ロータリーの友』紹介　雑誌委員会

30日㈪ 2842 ガバナー補佐事前訪問

９月６日㈪ 2843 慶祝
会員卓話⑶（社会奉仕関連）

定例理事会
13日㈪ 2844 ガバナー公式訪問

（丸子RCと合同）　［通常例会］

20日㈪ 休会（祝日） 敬老の日

27日㈪ 2845 会員卓話⑷（ロータリー情報委員会）
『ロータリーの友』紹介　雑誌委員会


