
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絶大なるご協力を！  

東信第２G ガバナー補佐   松澤 一志様 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、東信第２グループのガバナー補佐を担

当させて頂きます松澤一志でございます。７月１

日からガバナー補佐の任期が始まりましたので本

日は就任のご挨拶をさせて頂きます。 
私の職業は既にご存じのとおり司法書士でご

ざいまして、業務歴は４０年になりますが、ロー

タリー歴は１７年で、今回が初めての地区の役員

でございます。ロータリー歴は短い立場でござい

ますが、地区役員としての重責を担うことになり

ましたので、しっかり務めを果たして参りたいと

考えております。 
私はロータリークラブへ入会するまでは当然

のことながらクラブに対する正しい認識を持って 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おりませんでした。ですから、最初に他のクラブ

の方から入会のお誘いを受けたときには、「ロータ

リークラブは功成り名遂げた方々の集まりではな

いですか。私はまだ職業の第一線で活動している

身ですから時間と余裕のある社長さん方とご一緒

することはとても無理ですよ。」と言って、お断り

したことを覚えております。その後、時がたって

から、今度は他のクラブに所属する同業の先輩の

方のご縁で上田六文銭ロータリークラブへ入会さ

せていただくことになりました。入会する前は、

職業というものは依頼人の求めに応じて誠実に対

応し成果品をお渡しすることで事足りるものと思

っておりましたが、ロータリークラブへ入会する 
ことにより、職業というものは単に誠実に対応す

るだけでは不十分であって、更に倫理的に高みに

立って依頼人に対する「思いやりの心」、あるいは

「相手のためになる心」を以て誠実に業務に従事

するものであり、しかもこの心は個人生活にも、

社会生活にも適用するものであることを学びまし

た。ロータリークラブがこのように職業奉仕の理

念を強調する職業人の集まりであるならば、其々

の職業の第一線で活躍している方々こそが早くか

らロータリークラブへ入会し、ロータリーの心を

学び、それを職業に生かすべきであり、私たち既

存会員はロータリークラブへの入会を推奨すべき

であると思うようになり現在に至っております。 
実は、古川ガバナーとは職業上の同期の仲間で

ございまして、ガバナーは何事にも率先して事に

当たる方で、現在は成年後見業務に大変情熱をも

って取り組んでおり、昨年の秋には黄綬褒章を受

章されております。ＲＩのマーク・ダニエル・マ

ローニー会長は２５歳でロータリークラブに入会

し、３０歳でクラブの会長となり、３４歳でガバ
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ナーに就任されたまさに生粋のロータリアンであ

ります。このような素晴らしい指導者の下で、上

田六文銭ロータリークラブの宮澤会長、北村幹事

を初めとしました会員の皆様方のご支援、ご協力

を仰ぎましてガバナー補佐の役割を努めさせて頂

きたいと思いますので、これからの１年間どうぞ

宜しくお願い致します。 
なお、今年度もロータリーの公共的イメージを

向上させるためにロータリーデーを実施する予定

でおりますので、その折はご協力をお願い致しま

す。本日は、貴重なお時間を頂きまして誠にあり

がとうございました。 

 

 

魅力あるクラブづくりを！  
 

 

         会長 宮澤 広一君 
  

皆様こんにちは、いよいよ新しい年度がスター

トです。今日は台湾からお越しいただいたゲスト

の小林様、そして、同じメンバーではありますが、

ゲストとして参加していただきます松澤ガバナー

補佐、遠いところそしてお忙しい中、この新年度

第１回目の例会にご参加いただき誠にありがとう

ございます。 

今日はとにかく緊張なのか期待なのか心がいっ

ぱいです。1 年以上前から今日の日が来ることは

分かっていて、今日の挨拶も準備出来たはずなの

に、なかなか万全の準備も出来ずに今日の日を迎

えています。頑張らなければという気合いとこの

1 年間に何が出来るだろうという期待と、皆様に

迷惑を掛けずにやっていかなければという緊張感

といろんなものが混ざっていて何を挨拶していい

ものやら、頭の中を整理しながらしゃべりたいと

思います。 

さて、いよいよスタートです。まずは、私がロー

タリーに入会した頃の自分についておはなしをさ

せていただこうと思います。 

私の入会は 2010 年 10 月でした。青年会議所を

卒業して 3 年がたとうとしていた頃だったと思い

ます。以前から無尽の会で西澤尚夫さんに誘われ

ていて、いよいよ観念して入会しました、ただ、

入会した当時の 2010 年は台湾で始める新規事業

の準備のために毎月のように台湾に出かけ台湾で

の日本式住宅建設のための準備と、地元上田での

売り上げ確保に追われ、入会したものの出席率は

極端に悪かったことを思い出します。西澤さんに

も、出席を促す電話を何回かいただいたことを覚

えています。そして、2011 年、台湾での日本式住

宅の現場がスタート、現場が軌道に乗るまでの 1

月間を台湾で過ごしていました。そして帰国した

のが 3 月 10 日、帰国した翌日に東日本大震災が

おこった事を今でも忘れません。そこからがまた

忙しい日々の始まりでした。毎月のように台湾の

現場の様子を見に行くと同時に、東北でのボラン

ティア活動、6 月ごろから毎月トラックに荷物を

積んで、石巻の桃浦海岸に約 1 年近く通ってボラ

ンティア活動をしてきました。よって、出席でき

ない日々が続いたのですが、そんな自分を変えて

くれたのが 2 年目配属になった出席委員会委員長

の柄澤さんでした。かなりきびしく出席するよう

に注意されました。また、出席委員は早めに会場

に来ているようにも言われました。ボランティア

活動を頑張っていることをいいわけにして、社会

人にとって当然のことが出来ていなかった自分に

気づくことが出来ました。その日からが私のロー

タリー活動の始まりだったように感じています。 

久しぶりのロータリー出席なのに気さくに声を

掛けてくれる先輩方、仕事のことを気に掛けてく

れる先輩方、多くの先輩方の助言があって今ここ

に立っているのだと思うと感謝の気持ちでいっぱ

いです。その感謝の気持ちを込めて今年 1 年大役

を務めたいと思います。 

そして、大きな行事 合同新年会・IM・合同ゴ

ルフ・ロータリーデー・桐生との交流などについ

て皆様のご協力をお願いいたします。 

さて、冒頭に入会の頃のお話しをいたしましたが

思えば入会したときの会長は、なんと今年幹事を

務めていただく北村さんでした。 

何か運命を感じます。当時は出席率が悪く本当に

迷惑を掛けましたが、今年も迷惑を掛けることに

なりそうです。ただ、迷惑も掛けるかもしれませ

んが、メンバー皆様の力を借りながら全力で会長

を務めていきたいと思います。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 



 

 
 

 

 

 
幹事  
北村 久文君 
 
         

１．ＲＩより 
 ・the rotarian 7 月号 
 ・2019 年規定審議会クラブと地区に関連する重

要な変更 
２．米山奨学会より 
 ・5 月の寄付金傾向 
３．地区事務所より 
  ・R 財団寄付金明細表 
  ・長野北 RC 事務局員交代のお知らせ 
  ・木曽 RC   クラブ事務所及び事務局員交代 
４． うえだこどもまつり実行委員会より 
  ・第 48 回うえだこどもまつり報告書 
恵送 
１．丸子 RC 様・桐生赤城 RC 様・・・会報  
全会員配布物 
１. 当クラブ会報  第 1027 号 
２．月信    7 月号 
３．ロータリーの友 7 月号 
４．8 月 2 日(金)納涼夜間例会のご案内 
５. 西澤尚夫君より 国際大会土産今年度 

ロゴバッジ 

 

 
          湯原  剛君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  24 4 0 83.33％ 
前々回 24 6 2 83.33％ 
 

ビジター小林邦昭様よりご喜投いただきました。 

 

松澤一志様 本日はガバナー補佐のご挨拶をさせ

ていただきます。 

宮澤広一君 一年間よろしくお願いいたします。 

北村久文君 宮澤会長共々一年間よろしくお願い

いたします。 

 

笠原 一洋君 飯島 俊勝君 柄澤  堯君 
小嶋 修一君 宮原 宏一君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 文登君 斉藤惠理子君 
杉山  裕君 山田  豊君 横沢  正君 
飯島 伴典君 吉田  穣君 合原 亮一君 
湯原  剛君   
 

 
第 3480 地区台北吉林ロータリークラブ 
 
パストプレジデント 小林 邦昭様とバナー

交換を行いました。 
また、沢山のお土産をいただきました。 

お心づかいありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
□司  会    渡邉 章貴君 
□開会点鐘    宮澤 広一君 
□斉  唱  国歌  奉仕の理想 
□ビジター(6/25 定時受付) 
 上田西 RC     山口長武君 

□ゲスト 

 RI 第 2600 地区 東信第二グループ 

 ガバナー補佐  松澤 一志様 

□ビジター 

第 3480 地区 台北吉林ロータリークラブ 
パストプレジデント 小林 邦昭様 
 
 
 

□ラッキー賞 

 提供者 ビジター 小林 邦昭様 

 

 ドライマンゴー 

 

 

 

        松澤一志君 中澤信敏君 

□慶  祝 
 誕生日祝   
  清水 一典君(8 日) 斉藤惠理子君(16 日) 
  西澤 尚夫君(17 日) 水野 泰雄君(20 日) 
  宮澤 広一君(31 日) 渡邉 章貴君(31 日) 
□委員会報告 
 親睦・会場委員長 宮原 宏一君 
 
 
 「8/2(金)家族納涼夜間例会に大勢の皆様のご参

加をよろしくお願いいたします。」 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


