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 役員・委員長今年度の抱負  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
楽しく集える例会に！   

 
中澤 信敏君 

今年度上田六文銭ロータリ
ークラブ会長を務めさせてい
ただくことになりました中澤
信敏です。 
 諸先輩ばかりの中で、本来
であれば大役をお請けするべ

きでは無かったのかもしれません。お誘いを受け
たらあまり考えないで請けてしまう質なので、後
になってお請けして良かったのかなとも思いまし
たが、今後何か気が付く点がございましたら若造
だとご理解いただき、そっとやさしくご指導をい
ただければありがたいです。 

さて、武石の我が家には毎年ツバメが巣を作り
ます。巣の中の様子は覗けないですが、雨に似合
うアジサイが満開を迎え、ツバメの巣立ちも間近
かなと思えたりします。 

そんな中、週末の熊本での大雨は、去年の台風
19 号を思い出させるような甚大な被害になって
しまいました。コロナのタイミングとも重なって
しまい、被災された方々は今後非常に厳しい生活
を強いられることになってしまうのではないかと
お見舞い申し上げます。みなさまもコロナ感染予
防対策や、経済の悪化による対応で、明るい話題
が中々聞こえない毎日を送っているかと思います。
災害はいつ自分に降りかかるか全く予測できませ
ん。災害時における避難所の確認・備蓄、企業に
おいては BCP 対応などご準備されているだろう
と思いますが、現在は特にそのコロナの対応もあ
り、これ以上の度重なる災害がおきないよう願う
ばかりです。 

その暗い話題ばかりの中ですが、今年度の RI テ
ーマは「ロータリーは機会の扉を開く」、2600 地
区の地区標語として「ロータリーを通してあなた
の世界を拡げよう」と、平時と変わらないロータ
リアンの姿勢と様々な前向きな方針をおうかがい
しております。RI 会長も成田ガバナーもそれぞれ

会 ⾧ 挨 拶 理事・役員方針発表 

S.A.A.       杉山 裕君 
２回目ですので９年間に成長した姿を見せた
いと思います 

会員増強委員長(クラブ強化部長) 水野 泰雄君 
声がけと親睦を図る。一生付き合える仲間として
共に成長していきたい。セミナーを実施予定 

プログラム委員長(例会運営部長) 柄澤 堯君 
会員卓話中心の例会を計画。ご協力をお願いしま
す。 

会報委員長       合原 亮一君 
原稿を事前に事務局まで送付いただき、会報制
作の効率化にご協力をお願いします。 

出席・ニコニコ BOX 委員長 渡邉 章貴君 
コロナ禍による外部との関係が少ない中でのニ
コ BOX は貴重な機会。伝えていきたい。 

親睦・会場委員長 北村 久文君 
安心・安全な例会を開催。7/28 夜間例会は会員の
み。年末に収束していれば家族夜間例会を検討。 

社会奉仕委員長 斉藤惠理子君 
ひとまず継続事業の実行。コロナの状況を見極め
ながら独自資金での奉仕活動を模索。 

国際奉仕委員長  生川 秀樹君 
9/1 米山奨学生を卓話に招待。国際大会参加は 
１２月を目途に決めたいと思います。 

職業奉仕委員長       飯島 伴典君 
職場例会の開催と会員卓話での職業倫理の理解 

広報・情報委員長      横沢  正君 
ロータリーの友紹介とクラブ活動の発信 

R 財団委員長(奉仕プロジェクト部長) 清水一典君 
寄付目標額の達成を目指す 

幹事  吉田 穣君 
入会３年目にして幹事の大役。皆様に教えていた
だきながら努めていきたい。 
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の方針を立てた時点では、現在ここまで社会状況
が変化していることを考えもしなかったかのでは
ないかと思います。 

当クラブのテーマとしては、「会員企業の守り
を優先しながら、職業奉仕を実践し地域へ活力と
希望を創ろう」としました。会員企業のそれぞれ
の状況が今までと異なることを踏まえ、変化に柔
軟に対応できるよう、まずは自社の守りを最優先
にした時間の使い方をしていただき、今年度大き
な事業は計画せず「やれる範囲の中で前向きに取
り組んでいこう」と言う気持ちで、経験したこと
の無いこの難局をみんな無事に乗り越えてもらい
たい願いを含めております。 

例年のクラブテーマとは違和感がある内容に
読み取れるかと思います。このクラブテーマは、
国からの緊急事態宣言が出され、クラブの活動も
コロナの影響で休会している最中、社会の状況や
皆さんの会社の当事者になったつもりでひっくる
めて、不安ばかりの中で今年度のテーマを決めさ
せていただきました。ただ皆さんには、今後 1 年
の間にも社会の様子がまた変わることも考えられ
ますので。その変化の中、可能な範囲で直感的に
できる奉仕があれば是非各々のご判断で実践をお
願いいたします。 

そんな 1 年にしたいと思っておりますが、例会
では暗い話ばかりではなく、日常の明るい変化を
反映し、行くのが楽しみな例会運営を目指し、
100%例会を 1 回でも達成できれば良いなと思い
ます。 

そうは言いつつ、先代会長のみなさま方のよう
な毎週の会長挨拶には到底及びません。期待をし
ないでいただき、短くなってしまうこともあるか
もしれませんが、予めご容赦いただけますようお
願い申し上げます。1 年間当然頑張るつもりでお
りますが、皆様にもご協力いただきながらなんと
か無事に進めたいと思っておりますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。 

               吉田  穣君 
１．ＲＩより 
 ・the rotarian 7 月号 
 ・2020 年 7 月ロータリーレート 1＄=107 円 
 ・財団室ニュース 7 月号 
２．米山奨学会より 
 ・7 月の事務局勤務体制について 
３．ロータリーの友事務所より 
 ・7 月事務所対応について 
４. ロータリー文庫より 
 ・ロータリー文庫利用についてのお知らせ 
⒌． 地区事務所より 
 ・大町 RC 様例会場名称変更について 
６．ＡＭＵより 
 ・食糧支援のお知らせ 
７. 上田東急 REI ホテル様より 
 ・総支配人交代のお知らせ 
８.上田市安全会議様より 
 ・総会資料 
９. ＵＣＶより 
 ・河川カメラ増設のお知らせ 
恵送 
１．丸子 RC 様、上田東 RC 様・・・会報  

全会員配布物 
１. 当クラブ会報    第 1060 号 
２．月信(ファイル付き)  7 月号 
３．7/28(火) 納涼夜間例会のご案内 
４．合原亮一君より「屋根オーナー」 募集チラシ 

                渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  27 5 0 88.00％ 
前々回 26 4 1 88.46％ 
中澤信敏君  いよいよ始まってしまいました。１

年間お世話になります。みなさまよ

ろしくお願いいたします。 

吉田 穣君  新年度幹事を務めさせていただきま

す。一年間よろしくお願いします。 

笠原一洋君  災害お見舞い申し上げます。 

西澤尚夫君  ２年前の米山奨学生陳海栄君より連

絡あり、７月より地元寧波
にんぽう

大学の準

教授になったとの事 

肥田野秀知君 飯島俊勝君 柄澤  堯君 
北村 久文君 小嶋 修一君 松澤 一志君 
宮原 宏一君 宮澤 広一君 水野 泰雄君 
西澤 文登君 生川 秀樹君 斉藤惠理子君 
杉山  裕君 田中 栄一君 山田  豊君 
合原 亮一君 湯原  剛君  
 
ニコニコ BOX 喜投額 7/7 例会 47,000 円 

今年度累計 47,000 円 目標達成率 5.2 % 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□斉  唱    なし 
□慶  祝 
 皆出席   
  水野泰雄君(11 年) 
  清水一典君(2 年) 
 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) 

ガバナー補佐事前訪問 

東信第二グループ 櫻井寿彦ガバナー補佐様、補佐幹事 

荒川義富様が来訪されます。また、例会後クラブ協議会を

開催します。役員・小委員長の皆様の出席をお願いします。 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

7 月 21 日 例 会 予 定 


