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2022-23年度 上田ロータリークラブ
●会長　矢島 康夫　●副会長　小幡 晃大・三井 英和　
●幹事　櫻井 雅文　●会報委員長　酒巻 弘

結婚記念月（５名）

　金子　良夫さん

　南部　広樹さん

　斉藤　達也さん

　比田井美恵さん

　酒井　喜雄さん

事業創立記念月（２名）

　石田　眞人さん

　河田　　純さん

皆出席（２名）

　横沢　泰男さん（29年）

　河田　　純さん（８年）

［入会セレモニー 新入会員挨拶］

●長野銀行　上田支店　田原謙治さん

　長野銀行上田支店の田原で

ございます｡ この度、伝統ある

この上田ロータリークラブへ

入会できますことを大変光栄に

思っております。私の入会に

あたりましてご賛同をいただきました会員の皆様には

［表彰伝達］

地区事務所より2021-2022年度ガバナー賞在籍表彰

●40年表彰　関　啓治さん　●30年表彰　北村修一さん

●30年表彰　土屋陽一さん　●30年表彰　石森周一さん

●20年表彰　滝沢秀一さん

［慶祝］

お誕生月（７名）

　石井　 人さん　桑原　茂実さん　石田　眞人さん

　酒巻　　弘さん　出田　行徳さん　島田甲子雄さん

　金子　良夫さん

第２８７３回例会（令和４年７月４日）



この場をお借りして御礼を申し上げます。私は出身が

上田市でございます。平成２年に長野銀行に入り、

入行と同時に上田支店に配属になりました。それから

30年以上経過し、支店長の立場でこの上田支店に

戻ってこれたことを大変嬉しく思っています。この

上田地域の地域の活性化に向けて、精一杯努力をして

いきたいと思います。先週、入会に先立ち上田ロータリー

クラブの歴史、理念等についてご説明をいただきました。

ＳＤＧｓとかＥＳＧとかＣＳＲ、また、サステナビリ

ティといった言葉がありますが、感じたことはこの

ロータリークラブというところが､ すでにそのサステラ

ビリティや、ＳＤＧｓの前身として奉仕活動をされて

きたことです。私自身、入会できて光栄に思いますし、

これからしっかりやっていきたいと思います。先輩方が

築かれたこのロータリークラブで精一杯努めいただき

たいと思います。今日はありがとうございました。

［会長挨拶］ 矢島康夫　会長

　本年度会長ということで

ご挨拶申し上げます。

　2019年新型コロナウイルスが

蔓延しはじめ、その翌年には

全世界でパンデミックを引き

起こして本年度は３年目をむかえます。

　この間、会員の皆様の協力、会場の「ささや」さんの

協力により例会もリモート、ハイブリッド、リアル

例会と工夫を凝らして維持してきました。

　今後もこのような状態が続いていくものと思います

ので、会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し

上げます。

　本年度の国際ロータリー会長は、ＲＩ初の女性会長で、

ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ（カナダ・

オンタリオ州）会員でありますジェニファー・

ジョーンズ氏です。

　2022-23年度の会長テーマは、「イマジン ロータ

リー」です。「想像してください、私たちがベストを

尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その

世界に変化をもたらせると知っています」と世界に

もたらせる変化を想像して大きな夢を描き、その実現の

ためにロータリーの力とつながりを生かすよう呼び

かけています。また、ＤＥＩ（多様性、公平さ、インク

ルージョン）の推進も提言しています。

2600地区の上沢ガバナーは、「ロータリーはみんなを

幸福にする」をテーマとしました。

　そして、上田ロータリークラブの本年度のテーマを

「ロータリーの基本を踏まえ、時代の変化に対応した

活動を目指して」とさせていただきました。

ＲＩが提唱している2024年までの「行動計画」

　（１）より大きなインパクトをもたらす

　（２）参加者の基盤を広げる

　（３）参加者の積極的なかかわりを促す

　（４）適応力を高める

に基づき昨年度、クラブ戦略計画委員会から提言を

いただきました「戦略計画」の実現に向け皆様方の

ご指導を仰ぎながら事業を進めていきたいと思います。

　この２年間のコロナ禍の中で、一番感じたことは

画面ではなく、文字でもなく、人と人が膝を交え

お互いの顔を見ながら会話をする中で、親睦を深めて

いくことができる必要性と重要性だと思います。この

ことを考えるとロータリークラブの基本の一つである

毎週行われる例会や事業がそれらを満たしてくれる

場であり、そこへの出席こそが最も大切なことだと

思います。上田ロータリークラブの出席率は、大変

良い状態が続いていますが、この２年間の空白を

埋めるためにも許せる限り、リアル例会や事業を実施

してまいりたいと思いますので、積極的な参加を

お願い申し上げます。

　一年間、皆様のご協力をお願い申し上げ挨拶とします。

［幹事就任挨拶］ 櫻井雅文　幹事

　矢島会長の会長方針が実現

できるよう、職務にあたります。

コロナ禍等で活動への影響が

大きい昨今ですが、ロータ

リーの基本を改めて学びつつ

環境の変化に対応し、将来にわたって永く継続する

クラブとなるよう知恵を絞らねばと感じています。

活動全般において活発なものになり、会員一人ひとりが

満足され、「上田ＲＣに入って本当に良かった」と

思ってもらえるよう、会の運営に努力いたします。

何分不慣れですので、会員の皆様のご協力をお願い

します。



［役員・理事就任挨拶］

●米津仁志　直前会長

　前期は私には大役過ぎる

「会長」という役目を務めまし

たが、皆様のご協力のおかげで

何とか乗り切ることが出来

ました。心より御礼を申し上げ

ます。今期は「直前会長」という立場で、矢島年度を

後方から支えてまいります。矢島会長は今期、財務面や

運営方法などでさまざまな面で大きな改革を考えて

おられるようです。その都度ごとに理事会に諮ったり、

会員のみなさまに問いかけをしたりして、合意をとり

ながら進めていけたらと思っております。矢島年度

にも倍旧のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

●林　秀樹　会長エレクト

　米津直前会長の晴れやかな

顔と違って、私はまだ１年間

あるのにも関わらず、今から

暗い気持ちでいっぱいです。

何時、退会届を出そうかと

考えているんですけれども、 そうならないように努力

させていただきます。１年間、今までの素晴らしい

先輩方の元でロータリー活動を経験させてもらってきま

したが、さらに矢島会長の元で１年間勉強させていた

だきまして、皆様のご迷惑にならないように、努めて

まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

［幹事報告］ 櫻井雅文　幹事

１．地区事務所より

　　2021-2022年度「出前講座」実施報告書提出依頼

　　2021-2022年度ガバナー賞在籍表彰の賞状他物品

２．第１回理事会報告

　　 ニコニコBOXへの喜投基準の変更

　　（ラッキー賞当選者は任意）

　　地区補助金事業

　　上田市手話奉仕員養成講座へＰＣ等

　　出席扱いとする行事種類

３．例会変更案内

　　軽井沢ＲＣ　　７月４日㈪　会場変更

　　　　　　　　　　　18日㈪　休会　定受なし

　　　　　　　　　　　11日㈪　夜間例会　定受あり

　　長野東ＲＣ　　７月20日㈬

　　　　　　　　　８月10日㈬

　　　　　　　　　８月17日㈬　休会　定受なし

　　　　　　　　　７月25日㈪　夜間例会　定受あり

　　長野北東ＲＣ　７月18日㈪

　　　　　　　　　８月８日㈪

　　　　　　　　　８月15日㈪

　　　　　　　　　８月29日㈪　休会　定受なし

　　　　　　　　　７月25日㈪　夜間例会　定受あり

４．会報恵送　飯田南ＲＣ、東近江ＲＣ、松本西南ＲＣ

［ニコニコBOX］ 宮川　泰　副委員長

　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　桑澤俊恵さん

桑原茂実さん　小林浩太郎さん　小山宏幸さん　斉藤

達也さん　酒巻弘さん　櫻井雅文さん　滋野眞さん

島田甲子雄さん　関啓治さん　関勇治さん　高橋鼓さん

滝沢秀一さん　田中克明さん　田中健一さん　田邉

利江子さん　土屋勝浩さん　成澤厚さん　南部広樹さん

林秀樹さん　布施修一郎さん　増澤延男さん　丸山正一

さん　三井英和さん　宮川泰さん　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

本日喜投額　￥136,500

累　計　￥136,500

［例会の記録］

司　会：小山宏幸　会場委員長

斉　唱：国歌「君が代」

　　　　ロータリーソング「奉仕の理想」

●表彰伝達　　●慶祝

●入会セレモニー　新入会員挨拶

　長野銀行　上田支店　田原謙治さん

●会長挨拶

●幹事就任挨拶：櫻井雅文　幹事

●役員・理事就任挨拶　直 前 会 長：米津仁志さん

　　　　　　　　　　　会長エレクト：林　秀樹さん

●幹事報告



［ラッキー賞］

　湯田　勝己さん

（矢島康夫さんより　萩の夏みかん丸漬け）

　小林　浩太郎さん

（矢島康夫さんより　萩の夏みかん丸漬け）

　横沢　泰男さん

（矢島康夫さんより　萩の夏みかんマーマレード）

　河田　　純さん（米津仁志さんより　抹茶食パン）

　出田　行徳さん

（北村修一さんより　山形のサクランボきらら）

［出席報告］

小山宏幸　会場委員長

［次回例会予定］

７月25日㈪　小委員長挨拶

　　　　　　「ロータリーの友」紹介

（７月11日発行）
【会報担当】　金子良夫　会報委員

本日 前々回
（６/20）

会 員 数 56 61

出席ベース 53 56

出 席 者 数 46 42

出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数

7（4） 11（6）

出 席 免 除（a） 0 0

メークアップ
（ ）内 は Make up 後

0（46）

出 席 率
コロナ禍の為

100
コロナ禍の為

100

著作権など知的財産権にご注意ください

　全ての写真や文章には著作権があります。
　『ロータリーの友』や「ロータリーの友ウェブサイト」の写真や記事を『ガバナー月信』や『クラブ週報』などの印刷物に
使う場合は、使用可能かどうかを、必ず事前にロータリーの友事務所にご確認ください。他のクラブの会員が投稿した
記事や写真を『ガバナー月信』や『クラブ週報』などに転載したいと考えた場合は、そのクラブに連絡し、許可を取って
ください。
　また、使用の際には、「『ロータリーの友』〇〇〇〇年〇月号から」「写真提供：ロータリーの友事務所」など、出典を
明記してください。

著作権を守りましょう

　肖像権には、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できるプライ
バシー権と、タレントやスポーツ選手など著名人の肖像が持つパブリシティ権を守る、という2 つの側面があります。
前者は人格権、後者は財産権にのっとった権利です。
　クラブのイベントなどを撮影する際に気をつけていただきたいのが、プライバシー権です。一般の人を撮影する時に、
そのつど、撮影の了解を得るのが一番確実な方法ですが、地域のお祭りなど、被写体となる全ての人に撮影許可を
撮ることは困難です。その場合は、「〇〇ロータリークラブ記録係」といった腕章などを目立つところに着けて身分を
明らかにし、取材の目的ができるだけ見た目で相手に伝わるようにしながら撮影しましょう。
　なお、小さい子どもや未成年の人をアップで撮影する際には、極力、保護者の了承を得るように心がけてください。
書面による許諾が理想ですが、口頭でも有効です。

肖像権にご注意！

　ＲＩのウェブサイトwww.rotary.org には、地区やクラブで利用できる写真がたくさん掲載されています。　「MY 
ROTARY」にログインし「ニュース＆メディア」の「ロータリーの画像・映像」をクリック。「QuickFind」欄に「Polio」
「Water」「Children」などのキーワードを入力すると候補写真が出てくるので、使用したい写真をクリックし、ダウン
ロードします。写真説明の下に、撮影者の名前と「©Rotary International」が記載されています。この2 つを必ず明記
してください。
　このほか「運営する」→「ブランドリソースセンター」→「画像＆動画」にも写真が入っています。この場合も、必ず
撮影者名と、「©Rotary International」を入れてください。

ＲＩのウェブサイトの写真を使うには


