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　また、当日、東近江ＲＣの中村会長と上田ＲＣの桑原
会長の間で友好クラブ締結同意書が交わされました。
この同意書はもともと昭和49年５月24日に調印されたもの
ですが、その同意書は東近江さんの以前の名称である
八日市ＲＣと表記されていたり、地区名が以前のもので
あったりと古くなっておりました。そのため、東近江
さんの創立60周年をきっかけに改めることになったものです。
　東近江ＲＣさんと上田ＲＣの関係が良い状態であるいま、
このように新たな協定を結んだことは大変意義のある
ことであり、中村直前会長と桑原直前会長の素晴らしい
決断であったと思います。
　先ほどの同意書には、目的として「東近江ＲＣと上田
ＲＣの親睦と相互理解を促進し、もってロータリーの
奉仕の理想に寄与する」と書かれています。
　これからもお互いの理解を深め、良い関係を保ちながら、
ＲＣの活動を進めていきたいと切に願っております。
コロナ禍ということもあり、東近江ＲＣの中江幹事さま
より、二次会以降の企画は考え直そうとのご提案も
いただいております。
　みなさま時節柄お身体ご自愛くださいませ。ありがとう
ございました。

［幹事報告］ 柳澤雄次郎　幹事
１．ＲＩ日本事務局
　　11月ロータリーレートお知らせ
　　114円
　　財団室ニュース11月号
２．ロータリーの友事務局
　　 新型コロナウイルス感染症に関する友事務所の対応

の件お知らせ
３．地区事務所　ロータリー財団月間リソースのご案内
４．信州民報
　　上田ＲＣボーイ・ガールスカウト４団体へ賛助金贈る。
５．東信ジャーナル
　　ボーイスカウト、ガールスカウトへ賛助金
　　上田ＲＣ例会で贈呈式
６．例会変更　東御ＲＣ　11月25日㈭　定受なし
７．会報恵送　上田六文銭ＲＣ、東近江ＲＣ

［ゲスト紹介］
東近江ロータリークラブ
津野　聖士 様（副会長・会長エレクト）
中江　義晃 様（幹事）
中村　成実 様（直前会長・ロータリー財団委員長）
古澤　一昭 様（クラブ管理委員長）
松原　一哲 様（国際奉仕委員長）
奥　　敦男 様（会員組織委員長・米山奨学委員長）
村井　　彰 様（会員増強委員長）

［会長挨拶］ 米津仁志　会長
　みなさん、こんばんは。やや風は
強いですが、小春日和と言ってい
い温かい日になりました。
　本日は友好クラブである滋賀県、
東近江ロータリークラブの会員の
みなさま７名が来訪されています。昨年はコロナ禍により
交流が中止されましたので、２年ぶりの開催となります。
まずは上田ロータリークラブを代表して、歓迎の言葉を
申し上げます。ようこそおいでくださいました。どうぞ
信州の秋をゆっくりお楽しみください。
　本年、東近江ＲＣは創立60周年を迎えられ、本年５月
９日に開催された記念式典には当クラブの桑原直前会長と
窪田直前幹事をご招待いただきました。その節は大変
お世話になり、ありがとうございました。また、誠に
おめでとうございました。
　東近江ＲＣは琵琶湖周辺の森を保全することで琵琶湖の
環境を守る活動に力を入れておられると聞いております。
のちほどそのあたりのお話も伺えますと幸いです。

第２８４９回例会（令和３年11月８日）
《 上田ＲＣ創立記念日夜間例会・東近江ＲＣをお迎えして 》



［ニコニコBOX］ 中村邦彦　副委員長
　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　柄澤章司さん
木内孝信さん　北村修一さん
窪田秀徳さん　桑原茂実さん
小林俊明さん　小林浩太郎さん　小山宏幸さん　斉藤達也
さん　酒井喜雄さん　酒巻弘さん　島田甲子雄さん
滝沢秀一さん　田邉利江子さん　成澤厚さん　布施修一郎
さん　三井英和さん　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　米津仁志さん　櫻井雅文
さん　中村邦彦さん　滋野眞さん
東近江ロータリークラブ様　村井彰様　古澤一昭様
中村成美様　津野聖士様　中江義晃様　井田亮様

本日喜投額　36名　￥ 86,000
累　計　　　　￥775,500

［例会の記録］
司　会：関　宇陽　委員長
斉　唱：「君が代｣
　　　　ロータリーソング「四季の歌・秋」
●ゲスト紹介：東近江ロータリークラブ
●会長挨拶　●幹事報告
●懇親会　司　会：成澤　厚さん
　　　　　東近江ロータリークラブ様　挨拶
　　　　　津野聖士 様　　中村成実 様
　　　　　乾　杯：島田甲子雄さん
　　　　　中締め：矢島　康夫さん

［ラッキー賞］
　古澤　一昭 様（滋野眞さんより、雪中梅）
　村井　　彰 様（滋野眞さんより、雪中梅）
　島田甲子雄さん（柄澤章司さんより、京都の漬物）

［出席報告］
関　宇陽　委員長

［次回例会予定］
11月29日㈪　北村ガバナー補佐のお話
　　　　　　「ロータリーの友」紹介

（11月22日発行）
【会報担当】　土屋勝浩　副委員長

本日 前々回
（10/25）

会 員 数 59 58
出席ベース 51 53
出 席 者 数 44 49
出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数 11（3） 11（6）

出 席 免 除（a） 0 0
メークアップ
（ ）内 は Make up 後 2（51）

出 席 率 86.27 96.23

● 懇親会の記録 ●
東近江ロータリークラブをお迎えして

［東近江ＲＣ会長挨拶］
会長代理
東近江ＲＣ副会長・会長エレクト
津野聖士 様
　本日、貴クラブの創立記念
例会にお招きいただきまして
誠にありがとうございます。
本来であれば、昨年度クラブに訪問させていただく予定
でしたけれど、コロナ禍の中お伺いする事が出来なくて
申し訳なく思っておりました。まだまだ油断が許され
ない中、本日こうして当クラブメンバー７人とまた上田
ＲＣさんとお会いできることが叶いまして本当に
良かったと思っております。
　ただ、会長の井田が急遽出席できなくなりました。
ここにお詫びを申し上げます。本当に申し訳ござい
ませんでした。
　こちらにお邪魔して申し上げるはずのご挨拶を会長 
井田より申しつかっております。本日代読させていた
だきます。

　一昨年、東近江市の太郎坊・阿賀神社での親睦夜間例会
では、沢山上田ＲＣの皆さんがお越しいただき、また
夜遅くまで親交を深めていただいたことに改めてありが
とうございました。次の日予定していました行程も台風
によることで全部キャンセルし、お早めに帰られてその間
ずっと心配をしておりました。小幡さんから帰宅のご連絡
をいただき、皆が安堵いたしたことを昨日のことのように
思っております。
　また前年度、我クラブの60周年記念式典におきましては、
前会長　桑原茂実様、前幹事　窪田秀徳様にご臨席、
並びにお祝い、また過分なるご祝辞を賜り誠にありが
とうございました。
　思い起こせば貴クラブの交流も1974年に友好クラブ
締結以来今日まで、毎年お互いのクラブを訪問させて
いただき友情の輪をつないでおります。矢島会長エレクト
と同じく味噌の製造の岡さんから繋いできた友情の輪を、
今後ともクラブ活動を通じて深められますよう、また
貴クラブの益々のご発展、ご活躍を祈念し、東近江ＲＣ
会員36名を代表してご挨拶申し上げます。本日は誠に
ありがとうございます。



［60周年御礼挨拶］
東近江ＲＣ直前会長
ロータリー財団委員長
中村成実 様
　この５月にはコロナ禍の中、
直前会長の桑原様、そして幹事の
窪田様にお越しいただきまして本当にありがとうござい
ました。そして大変すばらしいスピーチをしていただき
まして、皆いろんな勉強をさせていただきましたと、その
ように申しておりました。本当にありがとうございまし
た。今回この周年の時に先ほど会長様からおっしゃっ
ていただきました友好クラブ再締結を行いました。
　ただずっと昭和49年来、姉妹クラブでしたので、友好
クラブにすることについて、私共のクラブの先輩方からは
色んな意見がありました。姉妹クラブと友好クラブは

どう違うのか？調べてみましたところ、海外とのクラブで
町やクラブに共通点がある所はたいてい姉妹クラブ、
国内は友好クラブが多いようです。このことにつきまし
ては、上田ＲＣさんの方でも色々議論があったかとは
思いますが、快くお受けいただきましたこと、本当に
感謝申し上げます。ありがとうございます。
　本当に遠い間でございますが、こうして毎年どちらかが
来て友好を深められる。これは本当に意義あることだな
と思っております。友好の調印にあたりまして、期限を
設けた方がなど色んな意見がありました。しなしながら
それをするまでもないじゃないか！と「縁というのは
繋ぐものだ」「縁なくして世の中なりたたないんだ」
ということから、これをそのままにさせていただきました。
本日は本当にありがとうございました。お世話になります。
　60周年ありがとうございました。

【司会】成澤厚さん 【乾杯】島田甲子雄さん

【中締め】矢島康夫さん 【東近江ＲＣ】村井彰 様

懇 親 会 の 様 子



社会福祉法人あゆみ福祉会運営 「工房しゅしゅ」さん
滋賀ならではの地酒の“酒粕”を使ったお菓子

「湖のくに　焼チーズケーキ」　「滋賀の丁字麩　おふらすく」
をお土産でいただきました。とても美味しかったです。ありがとうございます。

翌日は、上田市を観光いたしました。
●安楽寺　●北向観音　●生島足島神社　●見晴台松茸　と回りました。

上 田 市 観 光

安楽寺　八角三重塔（国宝）

生島足島神社

北向観音　護摩堂（不動堂）

安楽寺

見晴台松茸


