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国際ロータリー第 2600 地区 

   ガバナー 成田 守夫様 

 

 私が公式訪問でお伝えしたい点は次の項目で

す。 

○ ロータリーの本質と使命の確認をし､計画と

実行へ 

・日本のロータリー100年は、奉仕活動のリーダ

ーとしての歴史。それ故、地域社会にとって

なくてはならない、ただ一つ自治権を持つ存

在。 

・ロータリアンの提言、実行、実現、信用、ネ

ットワークの活用で自ら行動する。 

○ 信州の産業と人材育成の輝きをロータリーか

ら 

・ロータリーメンバーの結束力、業界力、地域

力を活用。英知を集め新たな街づくりを。 

・１０年後の子供達のために帰って来たくなる

地域(ふるさと)づくり。 

○ 自慢のクラブ、そして地域社会から学び、未

来を創り、伝える 

・自クラブの良さ、優位性を再発見し語り合う。 

・楽しい、心地よい、行ってみたいから、応援

に行きたいまちへ。 

○ あなたの街、そして地域の魅力を語って下さ

い 

・2600地区の自然環境、そしてアクセスの優位

性を見え、見せる工夫で魅力UPへ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・山極博士の実績(新しい月信参照)、城跡公

園、蚕都、ロケ地、アニメ、スポーツ等。 
 

世界の環境改善が同時に進む可能性が出てき
ました。私はロータリーの出番だと思いました。
世界中のロータリアンが動き始めれば、世界は変
わる。『ロータリーから信州を元気に』する為
に、力強く行動して参りましょう！ 
 

 

 

 会長  中澤 信敏君 

上田や小諸でもコロナウィル

スの感染者が出ており、ご参加さ

れている方々にも心配されてい

る方もいらっしゃると思います。当クラブの例会

は、行政からの情報に注視しながらできる限りの

ことをやろうと、このように感染症対策をしなが

ら、密にならないこの広さでの開催をさせていた

だいております。 
本日の朝刊でも大きく取り上げられていまし

たが、コロナウイルス感染警戒が 1 段上がりレベ

ル 3 になってしまいました。そのため、今後の例

会運営の対応についてこのあと急遽臨時理事会を

実施し協議をいたします。理事会決議のあとに皆

さんに諸々ご報告いたしますが、ひとまずは今月

の 18 日、25 日の例会は行政からのガイドライン

もありますので感染対策のため休会とさせていた

だく方向として理事会にてお話しさせていただく

予定でおります。急なお話になりますが、状況が

変化してしまったためご理解をいただけますよう

お願いいたします。 
さて、本日は、そんな中でもあり、大変お忙し

い中、成田ガバナー、櫻井ガバナー補佐にお越し

いただきまして誠にありがとうございます。感謝

申し上げます。 

会 ⾧ 挨 拶 

ガバナー公式訪問 
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例年は上田東クラブさまと合同で開催してい

ます公式訪問ですが、ガバナーが東信第二グルー

プのメンバーから出られている貴重なタイミング

でしたので、是非、単独でご指導いただきやすい

機会かと思い、東クラブさんにもご相談し例年と

は異なる公式訪問のお願いとなりました。 
東信第二グループからの歴代ガバナー経験者

は、まず 260 地区で 1990-1991 年度に上田東 RC
の水野春海さん、翌年度から 2600 地区に変わり

ました。その次は 2012-2013 年度で上田 RC から

島田甲子雄さん、その次に今回お越しいただきま

した上田西クラブの成田守夫ガバナーとなってお

りました。皆様お請けになる時には計り知れない

ご決断をされておられたかと思います。次はどの

クラブからガバナーの大任をお請けいただける方

がいらっしゃるか楽しみですね。 
成田ガバナーには、例年通りとならない地区運

営が多々あり、様々な点でご苦労されているので

はないかとお察しいたします。本日はご指導を賜

りますよう何卒よろしくお願いいたします。 

               吉田  穣君 
１．ＲＩより 
    ・the Rotarian 8 月号 
    ・財団室ニュース 8 月号 
２．小さな親切運動様より 
    ・定期総会開催について 
全会員配布物 
１.  当クラブ会報 第 1064 号 
２． 月信 2019-20 年度 最終号 2020-21 年度 8 月号 
３. 地区大会のご案内 
４． 2019-20 年度 決算書 

 
 
 
 

西澤文登君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 4 0 84.62％ 
前々回 27 5 2 88.89％ 

東信第二グループガバナー補佐 

櫻井寿彦様よりご喜投いただきました。 

ガバナー補佐幹事 

荒川義富様  お世話になります。 

上田西 RC 

山嵜信幸様  今日はガバナーのお付きで参りまし

た。よろしくお願いします。私事で

すが昨年度皆様には大変お世話にな

り、ありがとうございました。 

飯島俊勝君  成田ガバナーご苦労様です。コロナ

禍の中、ご自愛ください。 

松澤一志君  成田ガバナー本日はよろしくお願い

します。 

西澤尚夫君  成田ガバナーようこそ。 

生川秀樹君  成田ガバナーようこそ上田六文銭

RC へ。本日はご指導の程、よろし

くお願いします。 

湯原 剛君  暑いので水分補給を意識しています。 

笠原 一洋君 柄澤  堯君 小嶋 修一君 
宮原 宏一君 宮澤 広一君 水野 泰雄君 
西澤 文登君 杉山  裕君 山田  豊君 
山崎 芳雄君 横沢  正君 吉田  穣君 
清水 一典君 飯島 伴典君 合原 亮一君 
 
ニコニコ BOX 喜投額 8/4 例会 29,000 円 

今年度累計 154,000 円 目標達成率 17.11 % 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 

成田ガバナー様より 
日本のロータリー100 周年記念の鐘を 
ご持参いただき、点鐘いたしました。 

□R ソング    『4 つのテスト』CD 
□ゲ ス ト 
 
 
 
 
 
 RI2600 地区ガバナー 成田 守夫様 
 東信第二グループ 
 ガバナー補佐    櫻井 寿彦様 
 ガバナー補佐    荒川 義富様 
 上田西 RC 
  直前クラブ会長／クラブ会場監督  
           山嵜 信幸様 
 
□慶祝  
  皆出席       
 
 

生川 秀樹君(14 年) 
 
 
  誕生日祝     北村 久文君(1 日) 

新型コロナウィルス感染拡大防止策として8月18
日・25 日は休会となりました。以降の例会につき
ましては後日改めてお知らせいたします。 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

例 会 変 更 


