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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

　本日より進行次第ですが、ホワイト

ボードをやめて、パソコン・プロジェ

クター・スクリーンで進行します。

【表彰伝達】

ロータリー財団よりピン贈呈

マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー

●矢島康夫さん

●島田甲子雄さん

【会長挨拶】 矢島康夫　会長

　皆さんこんにちは

　本年度のＲＩ会長のテーマは「イ

マジンロータリー」です。

　このテーマを聞いたとき、すぐに

思い出したのは、ジョン・レノンの名曲「イマジン」でし

た。この曲は、1971年リリースされた50年も前の曲ですが、

今でも色あせることなく、何か紛争やテロがある度に、

また、多くのオリンピックの開閉会式でも演奏または歌

われてきました。この曲のアイディアは、当時の妻のオ

ノヨーコの詩集からだと言われています。この曲が出来

た時に、ポール・マッカートニーの「yesterday」みたいな

いい曲が出来たと喜んだとの逸話も残されています。ロ

シアがウクライナに武力侵攻している現在、この曲のよ

うな考え方が全世界に広まらなければ世界平和が実現で

きないような気がする今日この頃です。

　以下に歌詞の和約をのせておきますので、ジックリ

と味わってみたらいかがですか？

第２８７４回例会（令和４年７月11日）

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No Hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

magine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

想像してごらん　天国なんて無いんだと
ほら、簡単でしょう？
地面の下に地獄なんて無いし
僕たちの上には　ただ空があるだけ
さあ想像してごらん みんなが
ただ今を生きているって



【就任挨拶】

●第一クラブ奉仕委員会　（第一クラブ　奉仕委員長）

　小幡晃大　副会長

　第一クラブ奉仕委員会は、『会

員増強・ＩＤＭ委員会』、『職業分

類委員会』、『ロータリー情報委員

会』の３委員会で構成されております。

　矢島会長から『５年後、10年後を見据えた会員増強を』

と言われております。

　Ｉ.Ｄ.Ｍ.を通じ、入会年数の浅い会員と経験豊富な会

員との親睦を深め、ロータリーを知っていただき、ロー

タリーの目的に向かって、より良いクラブになるよう努

めてまいります。

　各委員長はじめ、会員の皆様のご協力と情報提供をよ

ろしくお願いいたします。

●第二クラブ奉仕委員会　（第二クラブ奉仕委員長）

　三井英和　副会長

　矢島会長方針のもと各委員会

のスムーズな運営と目的達成の

ため会員の皆さまにご協力をお

願いします。親睦と楽しい例会を心がけ円滑に事業推

進してまいります。

●会計　窪田秀徳さん

　本年、会計を仰せつかりまし

た窪田秀徳です。矢島会長の未

来に対する考えから予算や支払

いに関する幾つかの案が理事会

に提案されました。本年特設の特別委員会を設定して、

研究を進めるということになりそうです。私は、会計に

ついてははじめての経験となりますので、会長と前年度

の小山先生のご指導の元、進めていけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

●理事（職業奉仕）　酒井喜雄さん

　この度、職業奉仕委員長にな

りました酒井です。副委員長に

滋野さんという強い味方がいま

す。職業奉仕はロータリーの奉

仕として重要な柱の一つです。

　「職場例会」や「職業奉仕表彰」など皆様の協力が必要

とされているものです。是非ともお力添えをおねがい

します。一年よろしくお願いします。

●理事（国際奉仕）　飯島幸宏さん

　初めての理事就任となります。

わからないことばかりですので、皆

様のご指導をどうぞよろしくお願

いいたします。

　ウクライナ情勢をはじめ国際社会が混沌とする現在、

ロータリーは世界中の専門職務に携わる多彩な人々が集ま

る団体として、何ができるのかを考えなければなりません。

　ロータリー財団委員会並びに米山奨学委員会への協力、国

際大会（メルボルン）への参加者への支援などの活動を通じ、

継続的な国際奉仕活動について研究を進めてまいります。

会員皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

●副幹事　湯田勝己さん

　副幹事を務めさせていただきます。

　まずはクラブ計画書の作成の

仕事がございます。既に原稿を

提出してくださっている方もい

らっしゃいます。ありがとうございます。なるべく早く

出来るように皆様のご協力をお願い申し上げます。一年

間よろしくお願いいたします。

想像してごらん　国なんて無いんだと
そんなに難しくないでしょう？
殺す理由も死ぬ理由も無く
そして宗教も無い
さあ想像してごらん みんなが
ただ平和に生きているって

僕のことを夢想家だと言うかもしれない
でも僕一人じゃないはず
いつかあなたもみんな仲間になって
きっと世界はひとつになるんだ

想像してごらん　何も所有しないって
あなたなら出来ると思うよ
欲張ったり飢えることも無い
人はみんな兄弟なんだって
想像してごらん　みんなが
世界を分かち合うんだって…

僕のことを夢想家だと言うかもしれない
でも僕一人じゃないはず
いつかあなたもみんな仲間になって
そして世界はきっとひとつになるんだ 



●会員増強・Ｉ.Ｄ.Ｍ.委員会　柳澤雄次郎　委員長

　５年後、10年後のクラブ運営を

考えた会員増強という会長方針を

ふまえ、本年度は「純増１名」を目

標として活動して参ります。退会

者が出ても必ずそれを上回る入会者数を確保するという

ことです。上田ロータリークラブは、昨年度から多くの

新入会員を迎え、平均年齢も下がりました。そうした会

員に向けてＩ.Ｄ.Ｍ.（インフォーマル・ディスカッション・

ミーティング）によってロータリーの活動内容を理解して

もらう機会の提供が必要になっています。今年度は第一

クラブ奉仕委員会のロータリー情報委員会・職業分類委

員会と協力してＩ.Ｄ.Ｍ.を期内３回開催します。委員会メ

ンバーにも恵まれていますので、楽しいＩ.Ｄ.Ｍ.にしたい

と考えます。会員の皆様、役員・理事の皆様のご協力と

情報を得て、長い歴史と伝統を受け継いでいくための活

動をしていきたいと考えます。一年間よろしくお願いい

たします。

●職業分類（会員選考）委員会　桑原茂実　委員長

　職業分類（会員選考）委員長の桑

原茂実です。副委員長は島田甲子

雄さんです。小幡第一クラブ副会

長のご指導のもとロータリー情報

委員会の横沢委員長と連携して会員増強委員会からの入

会候補者に対して、面接を通して適切な職業分類を行い

たいと思います。かつてのような一業種一社のしばりも

ありませんが、時代の変化に伴い新しい業種も出現して

います。当委員会が沢山仕事が出来ますように、皆様入

会候補者のご推薦をお願いいたします。

●ロータリー情報委員会　横沢泰男　委員長

　今年度ロータリー情報委員会委

員長を任命されました横沢泰男

でございます。

　昨年度もロータリー情報委員会

にて、増澤委員長の元、副委員長として働かせていただ

きました。今年度は私の他に上島さん、布施先生とロー

タリー情報委員会をやっていきます。

　小幡副会長のご指導をいただきながら、入会する方へロー

タリーはどういう組織かとご説明しながら進めてまいります。

　この３年間で新入会員を18名接しさせていただきました。

　今年度は桑原委員長と会員選考、Ｉ.Ｄ.Ｍ.委員会とも

連携をとりながら皆様とロータリーとはどういうもの

か考えながら、また地区からの情報もお伝えしていき

ます。１年間よろしくお願いいたします。

【幹事報告】　 櫻井雅文　幹事

１．ＲＩ the rotarian ７月

２．ロータリー文庫　運営委員会

　　新年度に当たり各クラブへ  

　　の文書配信のお願い

３．地区事務所

 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動用資材の活用について

 地区関係資金の件

 地区プログラム送付のご案内

 長期青少年交換学生募集要項

４．上田ローターアクトクラブ 

　　2022-2023年度所信表明例会のご案内

５．豊かな環境づくり

 上小地域会議令和4年豊かな環境づくり上小地域  

 会議通常総会の開催について（通知）

６．上田市社会福祉協議会

 表彰者の推薦について（依頼）

７．例会変更

上田東ＲＣ ７月20日㈬　定受なし

 ８月３日㈬　定受なし

 　　10日㈬　定受なし

 　　17日㈬　定受なし

東御ＲＣ ７月７日㈭　定受なし

 　　14日㈭　定受なし

 　　21日㈭　定受なし

 　　28日㈭　定受なし

上田六文銭ＲＣ　 ７月12日㈫　定受なし

 　　19日㈫　定受なし

 ８月16日㈫　定受なし

 　　30日㈫　定受なし

小諸ＲＣ　　　　 ７月20日㈬　定受なし

小諸浅間ＲＣ　　７月21日㈭　定受なし

長野ＲＣ　　　　 ７月16日㈯　定受なし

 ８月２日㈫　定受なし

 　　９日㈫　定受なし

 　　16日㈫　定受なし

８．会報恵送　丸子ＲＣ、松本南ＲＣ



【ニコニコＢＯＸ】 関　勇治　委員長

　飯島幸宏さん　石井 人さん

石田眞人さん　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　木内孝信

さん　窪田秀徳さん　桑原茂実さん　小林秀茂さん

小山宏幸さん　酒井喜雄さん　酒巻弘さん　滋野眞さん

関啓治さん　関勇治さん　滝沢秀一さん　田中克明さん

林秀樹さん　増澤延男さん　丸山正一さん　矢島

康夫さん　柳澤雄次郎さん　米津仁志さん

本日喜投額　26名   ￥44,000

            累計   ￥180,500

【例会の記録】

司会：小山宏幸　会場・出席委員長

斉唱：ロータリーソング「四つのテスト｣　

●表彰伝達

●役員・理事・小委員会　就任挨拶

●会長挨拶

●幹事報告

【ラッキー賞】

　柳澤雄次郎さん

　　（布施修一郎さんより、万座温泉日進館のミソ

　　とキクラゲ）

　布施修一郎さん

　　（土屋勝浩さんより、柿の種のオイル漬け）

　北村　修一さん（織英子さんより、アップルシードル）

　酒巻　　弘さん（織英子さんより、スパークリングワ

　　イン）

　飯島　幸宏さん

　　（織英子さんより、ＫＯＩＷＡＩバターケーキ）

　内河　利夫さん（滋野眞さんより、雪中梅）

　林　　秀樹さん（滋野眞さんより、雪中梅）

　小山　宏幸さん（金子良夫さんより、出雲富士）

　上島　孝雄さん

　　（金子良夫さんより、純米吟醸　理可「つや姫」）

　木内　孝信さん

　　（小幡晃大さんより、出雲のご縁あわせ、しじみ

　　パイ」）

　櫻井　雅文さん

　　（小幡晃大さんより、東京限定 から揚げせんべい）

【出席報告】　

小山　宏幸 委員長

【本日のランチ】

●豚ロース特製味噌焼き

●夏野菜抱き合わせ

●小松菜・海苔・冬瓜和え

●フルーツゼリー

●ご飯・お吸い物・香の物

【次回例会予定】

８月１日㈪　慶祝

　　　　　　会員卓話（会員増強関係）

（７月25日発行）

［会報担当］酒巻 弘　委員長

本日 前々回
（６/27）

会 員 数 57 61

出席ベース 55 55

出 席 者 数 46 46

出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数

7（5） 11（5）

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


