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だけの新春夜間例会です。しかし、１月13日に長野県

全体の感染レベルが４に指定されたため、上田ＲＣだけ

だとしても、リアルでの懇親会の開催が困難になりました。

アトラクションなどを中止したうえで、このようにオン

ラインとのハイブリッド開催になりました。

　さらに、先ほど、長野県の発表があり、上田地域は

感染レベルが５に引き上げられたそうです。クラブの

運営につきまして、みなさまにはご迷惑をおかけしますが、

どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルスの感染は年明けから第６波が押し

寄せ、急激に悪化しております。以下の情報は私がイン

ターネットから収集したものですので、ご了承ください。

　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、１月７日～13日の一週間の値で、全国平均で

65.33人、長野県全体は52.88人、上田圏域は20.11人、

佐久圏域が45.00人、長野圏域が42.98人、南信州が180.4人、

北アルプス圏域362.78人です。全国的には、沖縄674.83人、

東京97.19人、大阪111.66人、石川県17.22人、富山県

14.21人です。

　海外につきましては、アメリカが1653.64人、フランス

3148.88人、韓国が50.79人、イギリスが1402.46人、ドイツ

が500.15人、南アフリカ70.37人です。

　（	本日１月17日の長野県の発表によると、長野県全体は

67.28人、上田圏域35.06人、佐久圏域が59.19人、

長野圏域が61.57人、南信州が164.79人、北アルプス

圏域339.66人です。この結果、上田市、東御市、

長野市等がレベル５に引き上げられました。）

　オミクロン株の特徴として、急激に感染が増え、急激に

減少するという傾向があるようで、12月の半ばに多数の

［慶祝］

お誕生月（６名）

　織　　英子さん

　中村　邦彦さん

　河田　　純さん

　宮川　　泰さん

　清水　一郎さん

　矢島　康夫さん

結婚記念月（２名）

　酒巻　　弘さん

　宮下　潤一さん

事業創立記念月（７名）

　内河　利夫さん

　清水　一郎さん

　金子　良夫さん

　湯田　勝己さん

　小山　宏幸さん

　小林浩太郎さん

　島田甲子雄さん

［会長挨拶］	 米津仁志　会長

　みなさん、令和４年最初の

例会です。謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。

　本日は東信第２グループの

新春合同夜間例会が中止になり、その代わりの上田ＲＣ

第２８５５回例会（令和４年１月17日）

《 新　春　夜　間　例　会 》



感染者を出していた南アフリカはもはやピークアウト

したとみられます。上記のデータで分かりますように、

長野県で先行して感染が拡大していた南信州圏域と

北アルプス圏域は、先週の数字と今日の数字を比べますと

改善していることが分かります。

　オミクロン株は感染力が非常に強力で、ワクチンを

三回接種しても通り抜けてしまうという報告があります。

高齢者の重症化率は1.6％程度です。（インフルエンザ

0.04％）重症化率は少ないですが、感染者数が増えた

ために、南アフリカやオーストラリアの統計を見ますと、

死者数も増えています。

　また、過去の歴史から考えると、ウイルスが消える

ことはなく、第７波もあるようです。オミクロン株よりも

さらに軽いものになるとは予想されますが、それに対して

政府がどのような対応、取り扱いをするのかということが

大変重要になってくると思います。

　さて、ドラッカーのご紹介です。今週から『マネジ

メント』の中巻に入ります。「マネジメント」とは何か、

という問題に入っていきます。

　以下は『マネジメント（中）』からの引用です。

　

　“マネジメントの人間たるためには、肩書や個室などの

地位を示すシンボル以上のものが必要である。卓越した

能力と高度の仕事ぶりが要求される。

　しかし、マネジメントの仕事のためには、天賦の才能は

必要か。直感と方法論のいずれが重要か。マネジメント

の人間はいかに仕事を行うべきか。

　マネジメントには二つの課題がある。

（１）�第一に、部分の総和よりも大きな全体、すなわち

投入した資源の総和よりも大きなものを生み出す

ことである。それは、自らのビジョン、働き、リー

ダーシップによって、多くの楽器をまとめあげる

オーケストラの指揮者に似ている。だが指揮者が

手にしているのは、作曲家の手になる楽譜である。

これに対し組織のマネジメントは、指揮者であると

同時に作曲家である。

（２）�第二に、自らのあらゆる決定と行動において、直ちに

必要とされるものと、遠い将来に必要とされるもの

とをバランスさせることである。いずれを犠牲に

しても組織は危険にさらされる。いわば、石臼に

鼻を突きつけつつ丘の上を見るという曲芸をしな

ければならない。”

『マネジメント（中）』第31章

「マネジメントの仕事」ｐ24-25より引用

　managementという言葉は英語だけにある言葉で、

他の言語に同じ意味の言葉ないと言われています。リー

ダーズ英和辞典を開くとmanagementは次のような意味

があります。

　Management（マネジメント）

　１ａ．取り扱い、統御、運用、経営

　１ｂ．経営力、支配力、経営の手腕

　２．　経営幹部、経営陣、経営者

『リーダーズ英和辞典』ｐ1526より

　経営者が経営を行う際の課題として、（１）では、組織

全体として成果を上げることを示しています。言うまでも

なく、経営は投入した資源以上に成果を生み出さなくて

はなりません。そのために、経営者は、指揮者であり、

作曲家である、ということです。

　（２）では、短期と長期のバランスを指摘しています。

石臼と丘の上の事例がありますが、これは今年一年を

何とか生き延びるという目の前の課題と、来年以降を

どう生き延びていくか、という将来の課題の両方を考え、

そのバランスをとっていかなくてはならない、という

ことです。いまだけを考えるなら、どんな方法をとろう

とも今年だけ決算をよくすればいいということになり

ますが、それでは企業は継続することができず、企業

としての体を成しません。

　次回以降、マネジメントについてさらに深めてまいり

ます。ありがとうございました。

［新入会員入会セレモニー］

㈱城南アクト　代表取締役　田中克明さん

　みなさん、こんばんは。

　関勇治さんにご紹介

いただきました田中克明

と申します。歴史と伝統

のある、上田ロータリー

クラブに入会させていた

だけるということで非常に喜んでおります。また、同時に



大変緊張しております。私は上田市上田原に置きまして

株式会社城南アクトを経営しております。昭和39年の

２月生まれ、もうじき58歳になります。世の中のことも

よく分からず、何となくこの年齢まで来てしまったような

人間でありますので、分からないことがたくさんあり

ますが、一生懸命勉強させていただきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

［桑澤ガバナーからの新年のごあいさつ］

国際ロータリー第2600地区ガバナー　桑澤一郎�様

　新年明けましておめでとうございます。

　皆様におきまして今年一年が実り多き年を迎えます

ことをお祈りいたします。

メータＲＩ会長の方針「EACH ONE BRING ONE」

　一人の会員が一人を入会させる

　会員増強の目的は自分たちの大切なクラブを未来に繋げ

ていくための一番重要な手段です。今年も一緒にロータ

リーを楽しみましょう！

［幹事報告］	 柳澤雄次郎　幹事

１．ＲＩ日本事務局

　　	日本事務局「年末年始休業」と

「在宅勤務延長」のお知らせ

　　財団室ニュース１月号

　　１月ロータリーレートお知らせ

　　115円

２．米山奨学会　ハイライトよねやま　262

３．地区事務所

　　コーディネーターニュース１月号

　　第２回地区チーム会議について

　　2022-2023年度地区補助金申請の手順について

　　2021-2022年度ＲＬＩ	PartⅡ　開催のご案内

　　「書損じハガキ・キャンペーン」について

　　ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会参加人数について

　　地区関係資金の件

　　	東信第一・第二グループ合同「グループ会員増強委

員会」開催のご案内と出席のお願い

　　ガバナー月信用原稿のお願い

４．北村ガバナー補佐　新年のご挨拶

５．ささや　お歳暮

６．上田青年会議所　新年懇親会の御礼

７．東信ジャーナル　年始広告

８．週刊うえだ　　　年始広告

９．信州民報　　　　年始広告

10．		上田市消防部消防総務課

　　	令和４年上田市消防出初式の縮小開催に伴う対応に

ついてのお願い

11．例会変更　東御ＲＣ　　　１月20日㈭

　　　　　　　　　　　　　　	新春合同例会振替休会を

通常例会に変更

　　　　　　　軽井沢ＲＣ　　１月17日㈪

　　　　　　　　　　　　　　	新春夜間例会を新春（昼）

例会に変更　定受あり

　　　　　　　長野北東ＲＣ　１月３日㈪　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　10日㈪　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　　　17日㈪　定受なし

　　　　　　　上田東ＲＣ　　１月12日㈬　定受なし

　　　　　　　丸子ＲＣ　　　１月13日㈭　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　２月３日㈭　定受なし

　　　　　　　　　　　　　　２月24日㈭　定受なし

　　　　　　　東御ＲＣ　　　１月20日㈭

　　　　　　　　　　　　　　	コロナ感染防止のため休会

定受なし

　　　　　　　小諸浅間ＲＣ　１月18日㈫

　　　　　　　　　　　　　　　　25日㈫

　　　　　　　　　　　　　　	コロナ感染防止のため休会

定受なし

　　　　　　　小諸ＲＣ　　　１月12日㈬

　　　　　　　　　　　　　　　　19日㈬

　　　　　　　　　　　　　　	コロナ感染防止のため休会

定受なし

　　　　　　　長野ＲＣ　　　１月18日㈫・25日㈫

　　　　　　　　　　　　　　	コロナ感染防止のため休会

定受なし

12．会報恵送　丸子ＲＣ、上田西ＲＣ、東御ＲＣ、

　　　　　　　東近江ＲＣ、飯田南ＲＣ、松本西南ＲＣ

※１月18日午後１時より事務局はお休みいたします。



［ニコニコBOX］	 櫻井雅文　委員長

　飯島幸宏さん　伊藤典夫さん

内河利夫さん　小幡晃大さん

上島孝雄さん　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

酒巻弘さん　関勇治さん　田邉利江子さん　成澤厚さん

布施修一郎さん　増澤延男さん　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　米津仁志さん　中村邦彦さん

本日喜投額　25名　￥ 64,000

累　計　　　　￥1,074,500

［例会の記録］

司　会：関　宇陽　委員長

斉　唱：国歌斉唱

　　　　ロータリーソング「奉仕の理想」

●慶祝行事

●新入会員　入会セレモニー

　田中克明さん（㈱城南アクト代表取締役）

　（紹介者　関　勇治	会員）

●桑澤ガバナー新年のご挨拶（ビデオレター）

　国際ロータリー第2600地区ガバナー　桑澤一郎	様

●会長挨拶

●幹事報告

［ラッキー賞］

　酒巻　　弘さん

（布施修一郎さんより小岩井レーズンバターサンド）

　上島　孝雄さん

（田邉利江子さんから滝の湯のウニしいたけ）

　矢島　康夫さん（ささやさんのお歳暮）

　内河　利夫さん（石田眞人さんから千葉県のピーナッツ）

　窪田　秀徳さん（米津会長から金沢のたまごせんべい）

　田邉利江子さん（米津会長から巨峰の太郎吉パン）

［出席報告］

関　宇陽　委員長

［次回例会予定］

１月31日㈪　年男に聞く

　　　　　　『ロータリーの友』紹介

（１月24日発行）

【会報担当】　宮下潤一　委員

本日 前々回
（12/13）

会 員 数 60 59
出席ベース 53 51
出 席 者 数 44 44
出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数 11（4） 11（3）

出 席 免 除（a） 0 0
メークアップ
（ ）内 は Make	up 後 3（47）

出 席 率 コロナ禍の為
100 92.16

【中締】布施修一郎さん
「新年会ができたことに感謝をして」

最後は10人の有志で、一本締め！下半期始動いたします！

子様の会親懇


