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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

［ゲスト紹介］ 丸子ＲＣ　宮本伸司　会長
　ゲスト紹介をさせていただ
きます。
　国際ロータリー第2600地区
ガバナー・上沢広光様、国際
ロータリー第2600地区副幹事・
小林晃様、東信第二グループガバナー補佐・佐藤重喜様、
2022年2023年度米山奨学生・張昕様、以上でございます。

［補佐挨拶］ 佐藤重喜　ガバナー補佐
　皆さんこんにちは、本日は上
田ロータリークラブ、丸子ロー
タリークラブ合同の公式ガバ
ナー訪問です、前もって両クラ
ブからいただきましたご質問に
つきましては、上沢ガバナーから明確な回答をいただい
ております、大変ありがたいなと思います。これから東
信第２グループでは行事が続きますが、皆さん是非ご協
力の程、よろしくお願いいたします。

［会長挨拶］ 上田ＲＣ　矢島康夫　会長
　本日はガバナー公式訪問です。
　毎年丸子ロータリークラブと
の合同で開催されています。
　上沢ガバナーにおかれまして
は、大変お忙しい中ご訪問いただ
き、先ほどはご指導いただき誠にありがとうございました。
　また、丸子ロータリークラブの皆様には、上田ロータ
リークラブの例会日に合わせたいただき誠にありがうご
ざいました。
　さて、上田ロータリークラブの本年度のテーマを「ロー

第２８８１回例会（令和４年９月12日）
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。
　詳しくは、クラブ計画書をご覧いただければと思います。
　いよいよ我が国も入国制限の見直し等、ウィズコロナの
時期に突入しました。アフターコロナまで、もう少し時間
が掛かりますが、大きく変化した世の中に対応しながら今
後もロータリー活動を続けられればと思っています。

［会長挨拶］ 　丸子ＲＣ　宮本伸司　会長
　皆様こんにちは、先ほど上沢
ガバナーと佐藤ガバナー補佐と
別室で大変実のあるお話をさせ
ていただき、また私の方からも
多少ではございますけれども考
え方、色んなことを表明させていただきました、つきま
しては微力ではございますけれども、今年１年上沢ガバ
ナーの方針と丸子ロータリーの方針、両方の考えを合わ
せながら、１年間会員の皆様と共に努力させていただく
所存でございます、また本日は合同例会という事で上田
ロータリークラブの皆様にも大変お世話になっておりま
す、元々仲の良いクラブではございますが、今後もクラ
ブ同士の協力で事業を益々成功させていただけるよう
に、ご協力をしていければと思います。

［ガバナー講話］

 国際ロータリー第2600地区　上沢広光ガバナー
　私の年度に是非やっていただ
きたい事をお話ししたいと思
います。
　真っ先に青少年と言うことを
掲げております。

上田ＲＣ・丸子ＲＣ合同例会



　こちらのお金が２億円ございます。今まではその利息
を使って青少年奉仕活動をしたいと進んで来たのです
が、今のご時世では利息は殆ど付きません、そこで元金
を取り崩して、これからの時代を担う若者の為に、少し
でも支援をできないかと考え、ここにいらっしゃるお二
人の会長様の賛成もいただきまして、使える事になりま
した、どうもありがとうございます。
　今年度は20万円を使えることになっております。
　まずはクラブ活性化の為の青少年の奉仕活動、ただ学
校や施設に差し上げるのではなく、ロータリーの会員が
それに伴った事業をなさっていただいて、その結果とし
てそういったものを差し上げていただきたいと考えてお
ります。
　私がロータリーの中で一番好きな分野は、職業奉仕で
ございます。我々は日々職業で生活が成り立っておりま
す。その職業のなかで何かロータリーで言う職業奉仕に
あたるような事がないかと、その様に考える事によって
結果的に地域の為になったり、日本の為になったり世界
の為になります。この様な気持ちでいますと、その人の
評判が良くなり、会社の評判が良くなり、お客様に喜ん
でもいただけます。評判が長く続きますと今度は勢いが
付きます。評判がよく勢いのある事業は必ず成功します、
成功しますとそれに伴う報酬も大分付いてきます。
　そこで皆様に、クラブ内で「職業奉仕セミナー」をやっ
ていただきたいと思います。約10人位のグループを作っ
てディスカッションしていただき、各会員が自分の職業
の中でロータリー活動の職業奉仕にはこういうことが当
たるのではないかと一人ずつ話していただいき、お互い
の意見交換をしていただきたいと思います。ただ話し合
いをするのではなく、机にお酒やおつまみを置いて、グ
ループを変えながら行ってみていただきたい。
　こんな形で、という事でまず私の職業の話をしたいと
思います。
　私の職業分類はビル経営でございます。
　今までは宅地分譲・建売住宅・中古住宅の買取再販な
どを主にやってきました。
　今一番力を入れているのは賃貸事業でございます。
　個人や会社で買ったり、建てたりして、それをお客様
に借りていただく事業をおこなっております。
　そこでロータリー事業でいう職業奉仕にあたるので
は？という事をお話しさせていただきますと、今建築で
使う建材が高騰している中でも、一部余っている建材が
あります。それは和室を作らなくなったことで、床柱や
天井板が余っております。そういったものを洋室のデザ
インやアクセントとして取り入れております。
　また広さなんですがワンルームですと６帖や８帖が一

般的ですが、私共の物件は12帖あり、ホテルの部屋にあ
るような家具・家電を設置して、ホテル生活のような空
間を提供しております。またお風呂なんですが通常ワン
ルームは0.5坪が基本ですが、私共は通常の家庭用の１
坪のお風呂を設置しております。入居される方が一人住
まいではございますが、お風呂に入るときくらいは、手
も足も伸ばして、ゆっくり寛いでいただきたいと、その
ようなワンルームを提供しております。お陰様で評判も
良く、空室もなく稼働しております。
　それでは次に「上田ロータリークラブ」と「丸子ロータ
リークラブ」の会長さんにそれぞれ、職業に対するお話
をしていただきたいと思います。

上田ロータリークラブ　矢島康夫　会長

　私の紹介ですが、職業分類か
ら行くと食品、調味料製造、味
噌製造業です。私が業界に入っ
てからずっと右肩下がりです。
生産量も売り上げも下がる一方
でございます。その中で、何とか伝統を守りながら、早
くから何とか国産の原料をうまく使えないかということ
で、私共の工場の国産比率は非常に高くなってきてお
ります。
　今は海外の原料も高くなっておりまして国産が見直さ
れておりますため、国産もそれにつれて非常に高くなっ
ております。また生産量も伸びておりませんので、ます
ますやりづらく苦労しているところです。私どもは清酒
業界の、５年10年後を追いかけている状況でございまし
て、５年たてば半分になるかもしれない業界で、特に少
子高齢化は大打撃でございます。その他一番大きく打撃
を受けたのは、「減塩運動」でございます。長野県は全国
三分の一以上の生産県ですが、長野県ですらみそ汁の塩
分を減らそうという運動をされてしまいました。しかし、
いろいろ研究いたしますと、みそ汁の塩分は食塩水を飲
むのと比べて、体内に残る塩分濃度が少ないうえに、そ
れ以上にいろいろな効果があることの方が重要だという
ことで、これを何とか皆さんにお伝えしたいと、こうい
う運動を続けておりますが、減塩運動に負けてしまって
いる現状でございます。
　何千年という歴史のある素晴らしい食べ物でございま
す。今後何とか残れるように頑張っていきたいと思って
おります。「残すこと」が私の職業奉仕だと思っておりま
すので、どんどんとお味噌を食べていただけたらありが
たいなと思います。



丸子ロータリークラブ　宮本伸司　会長

　私の職業分類は電気工事業と
なっております。電気工事業と
いいましても、通信事業、売電
事業、送電事業それぞれがそれ
ぞれの職業に精通したところが
あります。
　建設業で言えば、二次業者、三次業者に協力いただい
て建物を造ることになるかと思いますけれども、それぞ
れの職業、分類を作業で行う形になると思います。元受
け事業と下請け事業のお話をさせていただきますと、元
受けから工事をお願いされ、それぞれお見積り依頼をい
ただきますけれども、お互いの妥協できる点でご契約さ
せていただくことになります。
　支払いの金額によって利益を請求できるわけですが、
皆さんも利益は請求しないというくらいの心の中で利益
を追求して会社を何とか成長させよういう気持ちでやっ
ていらっしゃると思います。
　利益が出れば税金が発生します。税金をたくさん払う
ということも一様に社会に貢献しているという考えを
もって、消費税も所得税もそうですが、お金を払って社
会に貢献する。
　仕事を出して、やっていただいた方たちにも、利益を
出すことによって社会に貢献できる。
　最終的にはお客さんに受け取ってもらって、喜んでも
らって笑顔を見せてもらえた時点で、納税した額と笑顔
とで相殺できるかなと思います。
　喜んでもらってお金が払えることが私の職業奉仕だと
思っております。

　そのようなことで是非とも皆様に「職業奉仕セミナー」
を行っていただきたいと思います。またそのご報告も楽
しみにお待ちしておりますので、よろしくお願いいたし
ます。
　10月になりますと世界ポリオデーになります。今日本
のロータリーでは世界ポリオデーが非常に盛り上がって
おります、自分の車にエンドポリオとデコレーションし
て乗っている方もいらっしゃいます。
　11月になりますと地区大会が上山田で開催されます。
皆様は近くかもしれませんが、どこか旅館に泊まってく
ださい、それが一番の支援になります。２日目は青少年
の活動が中心の発表となると思いますので、ぜひ皆さま
地区大会の方へ奮ってご参加をお願いいたします。
　３月になりますと「スキーの集い」が白馬ロータリーで
開催されます。是非若い人を連れて参加していただけれ
ばと思います。

　５月の終わりになりますとオーストラリアのメルボル
ンにて「国際大会」が行われます。我々の2600地区では
200名を募集しており、「皆さんでいきましょう！」と盛
んに宣伝広告をしております。近年の国際大会ではガバ
ナーナイトが開催されず、残念な国際大会が続いており
ますが、今回は今までのパストガバナーを交えて、皆さ
んでのガバナーナイトを計画しておりますので、国際大
会へのご参加をお願いしたいと思います。
　後に振り返っていただいたときに「上沢年度は楽しい
１年だった」と思い出していただけるような年であれば
非常に幸いでございます。本日はどうもありがとうござ
いました。

［幹事報告］　 　櫻井雅文　幹事
１．ＲＩ the rotarian ９月
２．ＲＩ日本事務局 
　　８月ロータリーレートお知ら
　　せ139円
３．地区事務所 
　　第１回会長エレクト・次期幹事研修のご案内
　　2023-2024年度　長期青少年交換派遣学生応募の御礼
　　「ＰＯＬＩＯ－ＤＡＹ」参加のお願い　再送
　　世界ポリオデーイベントフォトコンテストのご案内
　　再送
　　世界ポリオデー2022
　　ポリオ根絶啓蒙動画 素材ご提供のお願い  
４．国際ロータリー第2600地区
　　ローターアクト
　　第46回アフターミーティング参加のお願い
５．「ダメ・ゼッタイ」国連支援
　　募金事務局
　　「ダメ・ゼッタイ」募金への御礼
６．豊かな環境づくり
　　上小地域会議信州豊かな環境づくり県民会議会報に
　　ついて（送付） 
７．例会変更
　　東御ＲＣ　　９月15日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　22日㈭　定受なし
　　上田東ＲＣ　９月21日㈬　定受なし
　　　　　　　　10月26日㈬　定受なし
　　　　　　　　11月２日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　９日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　23日㈬　定受なし
　　丸子ＲＣ　　９月15日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　22日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　28日㈬　定受なし



　　　　　　　　10月13日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　20日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　27日㈭　定受なし
　　上田西ＲＣ　９月15日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　29日㈭　定受なし 
８．会報恵送　飯田南ＲＣ、上田六文銭ＲＣ

［ニコニコＢＯＸ］ 関　勇治　委員長
　飯島幸宏さん　石井 人さん
伊藤典夫さん　内河利夫さん
小熊直人さん　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　島田甲子雄さん　関
啓治さん　関勇治さん　滝沢秀一さん　田中克明さん
田邉利江子さん　田原謙治さん　林秀樹さん　布施
修一郎さん　増澤延男さん　宮川奏さん　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　33名   ￥435,000
 累　計　　　　￥442,000

［例会の記録］

司会：小山宏幸　会場・出席委員長
斉唱：国歌
　　　ロータリーソング「奉仕の理想｣　
●佐藤重喜ガバナー補佐挨拶
●メインプログラム
　ガバナー講話　上沢広光ガバナー
●会長挨拶
●幹事報告

［ラッキー賞］

　上沢広光さん（櫻井雅文さんより、太郎吉パン） 
　小林　晃さん（米津仁志さんより、太郎吉パン）
　張　　昕さん（関啓治さんより）
　山田　裕さん（関啓治さんより）
　小熊直人さん（丸子ＲＣより）
　織　英子さん（丸子ＲＣより）

［出席報告］　 小山宏幸　委員長
 

［本日のランチ］

●秋刀魚の塩焼き
●豚角煮と野菜の炊き合わせ
●あさりと海苔のあえもの
●ご飯　　　●味噌汁
●ひじき煮　●ゼリー

［次回例会予定］

10月３日㈪　慶祝
　　　　　　会員卓話　小熊直人さん
 （９月26日発行）
 【会報担当】　高橋　鼓　会報委員

本日 前々回
（8/29）

会 員 数 58 58

出席ベース 54 54

出 席 者 数 44
コロナ欠席2 43

出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数

7（3） 7（3）

出 席 免 除（a） 0 0

メークアップ
（ ）内 は Make up 後

0（43）

出 席 率 85.19 79.63

＜会場の様子＞


