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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

［慶祝］
お誕生月（３名）
　関　啓治さん　土屋勝浩さん　柳澤雄次郎さん

結婚記念月（２名）
　柳澤雄次郎さん　高橋　鼓さん

事業創立記念月（３名）
　成澤　厚さん　宮川　泰さん　高橋　鼓さん

皆出席（１名）

　関　啓治さん（41年）

［入会セレモニー・新入会員挨拶］

●有限会社  保科塗装　代表取締役　保科茂久さん

　はじめまして。ただいまご

紹介にあずかりました保科塗

装の保科茂久と申します。こ

の度は歴史と伝統ある上田

ロータリークラブに入会させていただきまして誠に

ありがとうございます。非常に身の引き締まる思い

でこの場に立たせていただいております。私は金属

塗装業を営んでおります。主に工作機械ならびに建

設機械の塗装に携わっております。紹介者の栁澤さ

んからお話ありましたように、今年６月下旬に上田

ロータリークラブの幾名かの先輩方とご一緒する機

会がございまして、その席上、入会を強く勧められ

ました。当初は私に務まるものかと一抹の不安もあ

りましたが、今日この日を迎えることができました。

私は昭和40年生まれの56歳です。家族は妻と娘、息

子の４人家族。趣味はお酒を飲むことが好きです。

まだまだ未熟者ではございますが、皆様のご指導

第２８７６回例会（令和４年８月１日）
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ご鞭撻を賜りながら一生懸命努めてまいりますの

で、何卒よろしくお願いいたします。

［会計決算報告］

2021～2022年度　会計　小山宏幸さん

　2021-2022年度（2021.7.1～

2022.6.30）一般会計、特別会計

決算書を報告。

［会計監査報告］

2021～2022年度　会計監査　関　啓治さん

　令和３年度（2021.7.1～

2022.6.30）の上田ロータリー

クラブ一般会計決算書、

特別会計決算書、業務執行等

は当該年度の会務の執行並びに資金の管理等合法

かつ正確であるものと報告いたします。

［会長挨拶］ 矢島康夫　会長

　皆様こんにちは。

　新型コロナウイルス「オミク

ロン」の変異株ＢＡ５が猛威を

振るい、感染警戒レベルが５

に引き上げられました。これをうけ本日の例会をハ

イブリット例会といたします。今後の例会の開催方

法は、本日の理事会にて方向性を決めて行きたいと

思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。

　本日は、８月１日です。

　我が家のお墓は、大屋自治会の共同墓地にありま

すが、昔は、この日は曜日に関係なく早朝、お墓掃

除を一斉にやっていました。

　今は、この日に一番近い日曜日に実施しています。

また、我が家ではお墓掃除は男の仕事とされ、父と

２人で行っていました。

　何で８月１日なのか、お盆が近いので掃除をする

ものと不思議にも思わずいましたが、関連会社が佐

久にあり、あちらの会社では、８月１日は会社を営

業しても従業員の多くが休みを取るので、休日にす

ることになっていました。その後、消防団に携わる

ようになって、旧暦８月１日は、1742年（寛保２年）

に後に「戌の満水」と言われる千曲川と犀川流域で大

洪水が発生した日にあたり、その犠牲者の供養のた

めこの日に墓参する風習が、墓地の清掃につながっ

てきたと考えられています。その被害の大きさは、

各地の伝承や文書記録、慰霊碑などによって伝えら

れていますが、流域全体で2,800人以上の死者を出

し、田畑の流出も広範囲に渡る未曾有の大災害だっ

たと推定されています。旧中山道の秋和の正福寺の

門前に「千人塚」と称される上田藩が建てた供養塔が

あります。

　現在、上田市においては、「戌の満水」当時は住

民があまり住んでいなかった河岸段丘下の天神町

や城下地区、千曲町などに多くの住宅が建っていま

す。もし当時と同じような水害が起これば、上田市

の被害は、2019年に発生した台風19号で被害を受け

た長野市穂保地区の比ではないことになると想像し

ます。上田市では昨年1000年に１度発生すると考え

られる水害及び土砂災害に関するハザードマップ

を全戸配布しました。もう一度、自分の家がハザー

ドマップのどこにあるか確認してみてはいかがで

しょうか。

［会員卓話］

会員増強・Ｉ.Ｄ.Ｍ.委員会　柳澤雄次郎　委員長

　まず、矢島年度の会員増強

ですが、当初56名でスタート

し、田原支店長が入会、本日、

保科さんが入会ということで、

現在58名となっております。

　純増１名という目標はすでに達成しております。

しかし昨年度の経験を踏まえ、あと４人ぐらい増や

しておきたいところです。会員の皆様には、新入会

員候補を是非ご紹介いただければと思います。基本



的にアポイントが取れる方の紹介をお願いいたしま

す。年度内いつでも受付けます。本日候補者リスト

および推薦用紙をお配りしてありますのでご利用く

ださい。なかでも入会の若い会員様には是非お友達

を紹介していただければと思います。

　次に退会防止ですが、正直、退会届けは受理した

くありません。是非、退会届と新入会員の推薦用紙

をセットでご利用ください。退会時には必ず１人ご

紹介いただければと思います。

　他クラブも会員減少打開に向けて本気で動いてお

ります。上田ＲＣが五年後、十年後も現在の会員数

を維持していくために、皆様会員１人１人のご協力

をどうかよろしくお願いいたします。

　続きまして入会歴３年未満の会員に対する

Ｉ.Ｄ.Ｍ.（インフォーマル・ディスカッション・ミ

ーティング）について先日委員会で集まり企画いた

しました。

　以上、会員増強・Ｉ.Ｄ.Ｍ.委員会からの年間予定

の発表とさせていただきます。

［幹事報告］ 櫻井雅文　幹事

１．地区事務所

　　 コロナ禍での「ガバナー補

佐事前訪問」「ガバナー公

式訪問」の対応について

２．上田ローターアクトクラブ

　　所信表明例会の御礼

３．信州友愛ＲＣ

　　事務所移転のお知らせ

４．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

会の書面表決結果について

５．例会変更

　　上田西ＲＣ　７月28日㈭

　　　　　　　　夜間例会を通常例会変更

　　長野東ＲＣ　７月27日㈬

　　　　　　　　夜間例会中止　定受なし

　　軽井沢ＲＣ　８月１日㈪

　　　　　　　　　　８日㈪

　　　　　　　　　　15日㈪

　　　　　　　　 コロナウイルス感染拡大防止の

ため休会　定受なし

［ニコニコBOX］ 関　勇治　委員長

　石井 人さん　窪田秀徳さん

桑原茂実さん　小山宏幸さん

酒井喜雄さん　関啓治さん

関勇治さん　高橋鼓さん

田中克明さん　田邉利江子さん　土屋陽一さん

成澤厚さん　布施修一郎さん　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　保科

茂久さん

本日喜投額　18名　￥ 49,000

累　計　　　　￥261,500



［例会の記録］

司　会：小山宏幸　会場・出席委員長

斉　唱：国歌「君が代」

　　　　ロータリーソング「奉仕の理想｣

●慶祝　●入会セレモニー　保科茂久さん

●会計決算報告　●会計監査報告

●会員卓話

　会員増強・Ｉ.Ｄ.Ｍ.委員会　柳澤雄次郎　委員長

●会長挨拶　●幹事報告

［ラッキー賞］

　関　勇治さん（米津仁志さんより、太郎吉パン）

　桑原茂実さん

（米津仁志さんより、大阪ふくちぁん餃子）

［出席報告］

小山宏幸　会場委員長

［本日のランチ］

●ささや　お弁当

［次回例会予定］

８月22日㈪　納涼夜間例会

（８月８日発行）

【会報担当】　木内孝信　会報委員

本日 前々回
（7/11）

会 員 数 58 57

出席ベース 54 55

出 席 者 数 47 46
出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数

7（3） 7（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

上田ロータリークラブカレンダー 前期８～10月迄分
２０２2～２０２3年度

月　　日 例会回数 プログラム 行事予定（クラブ内）

８月１日㈪ 2876 慶祝
会員卓話⑴（会員増強関係）

定例理事会

クラブ
アッセンブリー

８日㈪ 2877 会員卓話⑵田中克明さん

15日㈪ 休会（祝日） 山の日振替

22日㈪ 2878 納涼夜間例会

29日㈪ 2879 ガバナー補佐事前訪問

９月5日㈪ 2880 慶祝
会員卓話⑶（社会奉仕関連）

定例理事会
12日㈪ 2881 ガバナー公式訪問

（丸子RCと合同）　［通常例会］

19日㈪ 休会（祝日） 敬老の日

26日㈪ 2882 会員卓話⑷小熊直人さん
『ロータリーの友』紹介　雑誌委員会

10月３日㈪ 2883 慶祝
会員卓話⑸米山奨学生

定例理事会

10日㈪ 休会（祝日） スポーツの日

17日㈪ 2884 ゲストスピーチ

24日㈪ 2885 会員卓話⑹春原宏紀さん

31日㈪ 2886 BS・ＧS賛助金贈呈
『ロータリーの友』紹介　雑誌委員会


