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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］
■松本ロータリークラブ
　米山奨学カウンセラー　森　哲夫 様

［会長挨拶］ 矢島康夫　会長
　皆様こんばんは。
　サッカーワールドカップ決勝
戦をテレビ観戦して、寝不足の
方もおられるかと思います。
　前回お話しした東京国立博
物館の国宝展の最後の部屋に飾られていたのは、平安
時代に作られ、かつて滋賀県の寺の門に安置されてい
ましたが、昭和９年の室戸台風で大破し、檀家の皆様
が大切に破片を拾い集め保管していたものを、近年の
修理を経て、令和４年（本年）に新たに収蔵された金剛
力士像と今後国宝になるであろう菱川師宣作の切手で
も有名な「見返り美人図」でした。前に進みながらも、
ふと後ろを振り返る瞬間を捉えた名画です。そこに添
えられたメッセージが、｢東京国立博物館は、明治か
ら令和にいたる150年の歴史の中で、変わること無く
文化財の保存と活用という使命に取り組むとともに、
時代や社会の変化や求めに応じて、その活動内容をつ
ねに変化させてきた｣｢東京国立博物館はこれからも伝
統を守りながら新たな取組に挑戦し、次の150年に向け
て歩み続けていく｣というものでした。メッセージから
もうかがえるように見返り美人図で過去を大切に振り
返りつつ、金剛力士像は寺院の入口に安置され、これか
らその門をくぐり未来へ向けて挑戦を続ける決意を表
しているものと思います。
　本年もあと僅かになりました。皆様も今年を振り
返り、次の年に向けて夢を描いてみてはと思います。

［幹事報告］ 湯田勝己　副幹事
１．地区事務所
　　コーディネーターニュース
　　2023年１月号
２．辰野ＲＣ
　　事務局員変更のお知らせ
３．上田ローターアクトクラブ
　　上田ローターアクトクラブ創立30周年記念式典の
　　ご案内
４．上田商工会議所
　　上田商工会議所新春賀詞交換会の開催のご案内
５．上田青年会議所
　　2023年度新年懇親会のご案内
６．ささや　お歳暮
７．豊かな環境づくり上小地域会議
　　豊かな環境づくり県民会議会報について（送付）
８．例会変更
　　上田六文銭ＲＣ　令和５年１月３日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　10日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　24日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　31日㈫　定受なし
　　小諸ＲＣ　　　　令和４年12月28日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　令和５年１月４日㈬　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　18日㈬　定受なし
　　小諸浅間ＲＣ　　令和４年12月29日㈭　定受なし
　　　　　　　　　　令和５年１月３日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　19日㈭　定受なし
９．会報恵送　松本西南ＲＣ

第２８９３回例会（令和４年12月19日）
《 家 族 同 伴 ク リ ス マ ス パ ー テ ィ ー 》



［ニコニコＢＯＸ］ 関　勇治　委員長
　田中克明さん　内河利夫さん
窪田秀徳さん　滝沢秀一さん
柄澤章司さん　石井 人さん
矢島康夫さん　伊藤典夫さん
上島孝雄さん　横沢泰男さん
土屋勝浩さん　小幡晃大さん　田邉利江子さん　滋野
眞さん　柳澤雄次郎さん　酒井喜雄さん　栁澤日出男
さん　酒巻弘さん　島田甲子雄さん　湯田勝己さん
布施修一郎さん　桑原茂実さん　三井英和さん　米津
仁志さん　金子良夫さん　保科茂久さん　小山宏幸さん
関勇治さん　安齋晃徳さん　関陸夫さん（ゲスト）
飯島幸宏さん　成澤厚さん
 本日喜投額　32名　¥4,444,000
 累　計　　　　¥1,035,500

［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
　　　「四季の唄・冬｣
●ゲスト紹介
●会長挨拶
●幹事報告
●次年度役員・理事紹介：林秀樹　会長エレクト

［ラッキー賞］ 小幡晃大　委員
　関　陸夫さん
　　（湯田勝己さんより沖縄のお土産・芋タルト）

［出席報告］　 小山宏幸　委員長

［次回例会予定］
１月12日㈭　新春合同夜間例会
 （１月23日発行）
 【会報担当】酒巻　弘　委員長

本日 前々回
（12/5）

会 員 数 57 57

出席ベース 52 54

出 席 者 数 38 43

出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数

6（1） 6（3）

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

2（45）
コロナ欠席2

出 席 率 76.92 87.04

家族同伴クリスマスパーティー
［開会の挨拶］     成澤　厚　委員長
　みなさん。こんばんは。
　今年もあと残すところ僅かとなり、何かとお忙しい
中、今日は上田ロータリークラブのクリスマスパー
ティーへのご参加ありがとうございます。
　みなさま朝晩寒い日が続きますが、お体の調子はい
かがでしょうか？今日は100％楽しめる準備はできてい
るでしょうか？私は昨晩のアルゼンチン・フランス ワー
ルドカップ決勝戦のおかげで、少々寝不足気味です。
　2022年、今年一年間大変お世話になりました。自分
自身、上田ロータリークラブの皆様に支えられて、随
分と成長できた一年であったと感謝しております。今
日は、日頃お世話になっている皆様、そしてそのご家
族の皆様と楽しくクリスマスをお祝いしようと思って
おります。
　今日は例年どおりの企画を用意しておりますので、
酔っ払い過ぎないようにお願いします。オークション
は昨年に引き続き小林副委員長にお願いしておりまし

たが、本日体調が優れないとの事で、急きょ前年度の
親睦委員長内河さんにお願いしております。みなさん、
たくさん出品していただきご協力ありがとうございま
した。出田さんから出品していただいているワインは
過去最高級のワインとのことです。どなたが競り落と
すか楽しみになりますね。なお時間の関係で目玉品以
外は早い者順になりますので、はりきって手をお上げ
ください。
　本日のアトラクションは前年度、最終夜間例会に続
いて「ＳＲＹＮカルテット+One」布施先生グループの
ジャズバンドにお願いしております。ささやさんの美
味しいお料理とお酒を楽しみながらステキな音楽で最
高な時間を楽しみましょう。
　お子様達にはプレゼントを持ったサンタさんが来て
くれているようですので、楽しみに待っていてください。
　本日の飲み物はセルフサービスでお願いしておりま
す。みなさまよろしくお願いいたします。それでは開
演です。メリークリスマス！



［次年度役員・理事紹介］　  　林　秀樹　会長エレクト

［慶祝行事］
●長寿のお祝い（２名）
◆70歳（古希）　栁澤日出男さん（昭和28年12月９日生まれ）

◆88歳（米寿）　石井 人さん（昭和10年７月６日生まれ）

●ご結婚記念（４組）
25周年（平成９年）
◆南部広樹さん（平成９年７月７日）

◆比田井美恵さん（平成９年７月７日）

30周年（平成４年）
◆林　秀樹さん（平成４年５月31日）

◆石田眞人さん（平成４年９月５日）

［会長挨拶］ 　　　　　　　　　矢島康夫　会長
　皆様こんばんは
　新型コロナウイルス感染症
も第８波を数え、まだ終息が
見えない状況ですが、家族同
伴クリスマス例会の開催通知
を差し上げたところ、数多くの皆様のご出席をいただ
き開催できますことに感謝申し上げます。
　ここで少々悲しいお知らせをしなければなりませ
ん。今まで長い間クリスマス例会の会場として使用し
てきたこの「ささや」の会場は、本年が最後の開催とな
ります。来年からは新たな会場での開催となりますの
で、この会場での最後のクリスマス例会、十分楽しん
で懇親を深めていっていただきたいと思います。

［家族同伴クリスマスパーティーの記録］
●挨拶：成澤　厚　委員長　●司会：南部広樹　委員

●挨拶：松本ロータリークラブ
　　　　米山奨学カウンセラー　森　哲夫 様

■会　　長 ： 林　秀樹さん

■直前会長 ： 矢島康夫さん

■会長エレクト ： 金子良夫さん

■副会長（第一クラブ奉仕）： 三井英和さん

■副会長（第二クラブ奉仕）： 酒井喜雄さん

■幹　事 ： 飯島幸宏さん

■会　計 ： 横沢泰男さん

■ＳＡＡ ： 栁澤日出男さん

■副幹事 ： 田邉利江子さん

■理事（職業奉仕）： 小幡晃大さん

■理事（社会奉仕）： 柳澤雄次郎さん

■理事（国際奉仕）： 酒巻　弘さん

■理事（青少年奉仕）： 小山宏幸さん



●演奏：「ＳＲＹＮカルテット＋One」
　　　　布施先生グループジャズバンド
●サンタクロースから子供達へプレゼント
●乾杯：島田甲子雄さん

●慶祝行事
●オークション：内河利夫さん
●中締め：林　秀樹　会長エレクト

●ロータリーソング「手に手つないで」


