
国際ロータリー第2600地区
上田ロータリークラブ
（創立1959年11月12日）

R.I.会長　シェカール・メータ　　
国際ロータリー第2600地区　ガバナー　桑澤 一郎

2021-22年度
上田ロータリークラブ
●会長　米津 仁志　　
●副会長　金子 良夫・湯田 勝己
●幹事　柳澤 雄次郎　
●会報委員長　田邉 利江子

2021-2022年度 国際ロータリーテーマ

●例会/毎週月曜日　12:30～13:30　 ●会場/ささや＝上田市中央２丁目(大門町)
●事務所/〒386-0024 上田市大手1-10-22 上田商工会議所内 ●TEL/0268-25-1039 FAX/0268-25-3711
　　　　  e-mail : ueda-rc@oboe.ocn.ne.jp

ホームページQR

0.37人です。全国的には沖縄県だけが２人、あとは全ての
都道府県が１人です。
　海外につきましては、直近のインターネットの情報から
計算しましたところアメリカが36.8人、フランス77.1人、
韓国が13.4人、イギリスが92.5人、ドイツが51.0人で、
ドイツ以外の全ての国は先週と比べて悪化しています。
ロンドンでは重大事態宣言が発動されました。１月14日
までのロックダウンを決めたオランダを調べましたところ、
10万人当たり94.3人でした。累積感染者数を調べると、
イギリスでは人口10万あたり約1.6万人以上が感染した
計算になるようです。
　日本の感染が抑え込まれている原因（ファクターＸ）に
ついてはいくつかの仮説が出てきていますが、まだ
はっきりした答えは出ていません。いままで同様に感染
対策をしていきたいと思います。

　さて、今年最後のドラッカーの言葉は、コロナ禍の
一年を振り返るのにふさわしい一言を探してみました。
『創造する経営者』からご紹介します。

　“既存のものは古くなる。あらゆる意思決定と行動が
それを行った瞬間から古くなり始める。したがって通常の
状態に戻そうとすることは不毛である。通常とは昨日の
現実に過ぎない。”

Ｐ.Ｆ.ドラッカー『創造する経営者』ｐ10より引用

　以下は、第２文～第４文の原文です。

　“Any human decision or action stars to get old the 
moment it has been made.
　It is always futile to restore normality; “normality” is 
only the reality of yesterday.”

［ゲスト紹介］
■戸倉上山田ロータリークラブ
米山奨学生　　ムンフバト・アリウンボルド 様
配　偶　者　　バトバヤル・ノミンエレデネ 様
戸倉上山田ＲＣ 米山奨学生カウンセラー　　竹森松雄 様

［会長挨拶］ 米津仁志　会長
　みなさん、こんばんは〰歴史に
残る一年がまもなく終わろうと
しています。本日は待ちに待った
クリスマスパーティーです。
たくさんのご家族のみなさまに
お越しいただいております。ご家族のみなさまのご協力
のおかげでわれわれはロータリー活動が出来ています。
ご家族のみなさまに心より感謝を申しあげます。また、
本日は親睦活動委員会を始めとする会員のみなさまに
多大なるご尽力をいただき、誠にありがとうございます。
感染対策をしっかり行い、時間も１時間30分に制限して
おります。制約のある中ではありますが、楽しいパー
ティーにしたいと思います。みなさまどうぞ楽しくお過
ごしくださいませ。
　新型コロナウイルス感染症の10万人当たりの新規
感染者数は12月17日現在、長野県全体では0.24人、上田
圏域は０人であり、佐久圏域が1.46人、長野圏域が

第２８５４回例会（令和３年12月20日）
《 家 族 同 伴 ク リ ス マ ス パ ー テ ィ ー 》



　「通常」と訳されている言葉は原書では“normality”
となっています。でこの言葉を英和辞典で調べますと
「常態」「正常」「正常性」などと訳されております。「正常」
と訳してもよいかと思います。上田先生の翻訳は独特
ですので、原書を突き合わせていく楽しみがあります。
「通常」と「正常」では少し印象が変わりますね。
　われわれが「正常」だと信じていた状態は、その瞬間から
古くなっていきます。「正常」とは戻るべき場所ではなくて、
「過去の現実」に過ぎないわけです。
　ご存知のように、私の商売はコロナ禍で大きな影響を
受けました。みなさまが心配をしてくださって「ご商売
どうですか？」と聞いてくださるのですが「元には戻らない
でしょうね～」と答えるしかありません。もちろんこれは、
この二年間で、生活様式、行動様式が変わってしまった
からです。
　しかし、ドラッカーは、「正常」とは相対的な概念である
ことを見抜いていました。私が「元に戻る」の「元」だと
思っていた2019年（平成31年、令和元年）の姿は「2019年
の現実」であり、もはや過ぎ去ってしまったことです。
コロナ禍がなかったとしても、「正常」はやがて過去の
出来事になってしまうのです。
　国際ロータリーはここから10年間の間で、組織や活動を
大きく変えようとする計画を発表しています。その頃
にはみなさんがいまのロータリーに感じている「正常」も
大きく変わっていることでしょう。上田ロータリークラブ
も会員のみなさんが居心地よく、効果的に奉仕活動、
親睦活動がでますよう組織の運営をしてまいりたいと
思います。私自身も前向きに歩みを進めていきます。
　ありがとうございました。Merry Christmas ！

［幹事報告］ 柳澤雄次郎　幹事
１．米山奨学会
　　ハイライトよねやま　261
２． ロータリー文庫運営委員会
　　 ロータリー文庫デジタル化

済資料廃棄の件
３． 地区事務所
　　ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会のご案内
　　 「ロータリー財団グローバル奨学生　スポンサー

クラブ」募集のお願い
　　 2022-2023年度ロータリークラブ諸資料のご提出のお願い
　　 2021年12月28日～2022年度１月４日まで年末年始

休業のお知らせ
　　ロータリー財団寄付明細表（2021年11月）
　　米山記念奨学会
　　　①寄付金納入明細総合表（2021年11月）
　　　②寄付金納入明細表（2021年11月）
　　　③表彰一覧（2021年11月）
　　　④寄付金傾向（2021年11月）
４．小諸ＲＣ
　　 「ＩＭ・会員セミナー」開催のご案内とご出席のお願い・

プログラム・講師のご紹介
　　ＩＭ・会員セミナーお問い合わせについて
５．上田東ＲＣ　2021-22年度Ｒ財団補助金事業の報告書
６．比国育英会バギオ基金
　　2020年度事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い
７．上田青年会議所　2021年度新年懇親会のご案内
　　　　　　　　　　年忘れ宴のお礼状
８．豊かな環境づくり上小地域会議
　　 「ゼロカーボンシンポジュウム in 信州上田」の開催について
９．小さな親切運動本部
　　2021年度「作文コンクール入賞作品集」の送付について
10．例会変更
　　上田六文銭ＲＣ　　　　12月28日㈫　定受なし
　　　　　　　　　令和４年１月４日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　11日㈫　定受なし
　　上田東ＲＣ　　　　　　12月29日㈬　定受なし
　　　　　　　　　令和４年１月５日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　12日㈬　定受あり
　　　　　　　　　　　　　２月９日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　23日㈬　定受なし
　　東御ＲＣ　　　　　　　12月16日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　30日㈭　定受なし
　　　　　　　　　令和４年１月13日㈭　定受なし
　　長野東ＲＣ　　令和４年１月５日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　12日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　26日㈬　定受あり
11．会報恵送　上田六文銭ＲＣ、小諸ＲＣ、小諸浅間ＲＣ



［ニコニコBOX］
櫻井雅文　委員長・中村邦彦　副委員長

　安齋晃德さん　飯島
幸宏さん　石井 人さん
出田行徳さん　伊藤典夫
さん　小幡晃大さん
上島孝雄さん　柄澤章司
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　滝沢秀一さん
田邉利江子さん　成澤厚さん　林秀樹さん　布施修一郎
さん　増澤延男さん　三井英和さん　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　米津
仁志さん　櫻井雅文さん　中村邦彦さん　
小諸ＲＣ 小林美智子様　小諸ＲＣ 小林潤様　戸倉上山田
ＲＣ 竹森松雄様

本日喜投額　32名　￥ 53,000
累　計　　　　￥975,500

［例会の記録］
司　会：関　宇陽　委員長
斉　唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」
●ゲスト紹介
●会長挨拶
●幹事報告

［家族同伴クリスマスパーティーの記録］
●挨　拶：内河利夫　委員長
●司　会：斉藤達也　副委員長
●スタッフ紹介
　親睦活動・家族委員会 ／ 会場・出席委員会
●次年度役員・理事の紹介
●慶祝行事
●クリスマスソング合唱
　「きよしこの夜」　　ソングリーダー　布施修一郎さん
●サンタクロースから子供達へプレゼント
●乾　杯：ガバナー補佐　北村修一さん
●アトラクション：サチコ＆マーボー
●中　締：会長エレクト　矢島康夫さん
●ロータリーソング「手に手つないで」

［出席報告］
関　宇陽　委員長

［次回例会予定］
１月24日㈪　年男に聞く

（１月17日発行）
【会報担当】　田邉利江子　委員長

本日 前々回
（12/６）

会 員 数 59 59
出席ベース 49 52
出 席 者 数 44 44
出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数 11（1） 11（4）

出 席 免 除（a） 0 0
メークアップ
（ ）内 は Make up 後 1（45）
出 席 率 89.80 86.54

［開会の挨拶］ 内河利夫　委員長
　家族同伴クリスマス
パーティーは、会員相互
の親睦や交流を深める
場でありますが、家族の
皆様に日頃の感謝の意味を
込めた場でもあると思い
ます。家族の皆様へ「ありがとう」というメッセージを
添えて、クラブの皆様には素晴らしいおもてなしをして
もらいたいと思います。それでは楽しいパーティーの
はじまりです！

［次年度の役員・理事の紹介］
■ 会　　長  ：  矢島康夫さん
■ 直前会長  ：  米津仁志さん
■ 会長エレクト  ：  林　秀樹さん
■ 副会長（第一クラブ奉仕）  ：  小幡晃大さん

■ 副会長（第二クラブ奉仕）  ：  三井英和さん
■ 幹　　事  ：  櫻井雅文さん
■ 会　　計  ：  窪田秀徳さん
■ Ｓ Ａ Ａ  ：  出田行徳さん
■ 副 幹 事  ：  湯田勝己さん
■ 理　事（職業奉仕）  ：  酒井喜雄さん
■ 理　事（社会奉仕）  ：  河田　純さん
■ 理　事（国際奉仕）  ：  飯島幸宏さん
■ 理　事（青少年奉仕）  ：  関　宇陽さん

家族同伴クリスマスパーティー



［慶祝行事］
●長寿のお祝い（３名）
70歳（古希）上島孝雄さん（昭和27年２月14日生まれ）
77歳（喜寿）北嶋忠治さん（昭和20年３月23日生まれ）
80歳（傘寿）柄澤章司さん（昭和17年11月25日生まれ）

●ご結婚記念（４組）
40周年（昭和56年）
出田行徳さん（京子さん）（昭和56年２月15日）
田中健一さん（佳子さん）（昭和56年３月15日）
矢島康夫さん（育子さん）（昭和56年４月12日）
栁澤日出男さん（佐智代さん）（昭和56年10月18日）

【乾杯】北村修一さん

【中締】矢島康夫さん


