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シトラスリボン運動について  

委員長 斉藤惠理子君 

 
地区大会に参加された皆さんお

疲れ様でした。社会奉仕委員会で

は、六文銭ロータリークラブとし

て、地区大会でシトラスリボン運動の周知活動を

行いました。地区大会に参加された方に、会場入

口でシトラスリボンマークの入ったマスクやリボ

ンの配布を行いました。大勢の皆さんに配布に参

加していただき、ありがとうございました。 
地区大会の山極先生の講演も、県知事のビデオ

でのご挨拶も、コロナに繋がったお話でしたこと

もあり、ロビーでロータリーの皆さんにシトラス

リボン運動を紹介することができてよかったと思

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日も皆さんのお手元に配らせていただきま

したが、シトラスリボンの台紙は六文銭ロータリ

ークラブで作りました。リボンは 400 個ほど仲間

で作って、配布させていただきました。 
シトラスリボンについて知っていただくため

に、長野県と赤十字が作った DVD がありますの

で、これを上映して紹介させていただきます。 
 

DVD では「新型コロナウイルスの 3 つの顔を

知ろう！」をテーマに、コロナに「病気」に加え

て「不安と恐れ」や「嫌悪・偏見・差別」という

顔があること、それによって社会のつながりが壊

されていることを紹介されました。 

 
実は知らないうちに自分もデマを流している

んですね。調査によると 60 歳以上で 32.2%がデ

マを流しています。悪意のデマもありますが、善

意から生まれるデマが問題なんです。そこから情

報の断片化が起こります。大袈裟な内容に変わっ

たり、内容が変わってしまったり。それが誹謗中

傷差別につながっていきます。 
シトラスリボン運動は、こうした嫌悪・偏見・

差別の防止活動が必要なくなることを目指して活

動しています。愛媛から始まりましたが、愛媛ト

ヨタがシンボルマークに自社ロゴを入れて配った

り、お弁当屋さんでリボンのマークをお漬物で作

ってお弁当に入れているところもあります。ガス

会社がプロパンガスにマークを付けていたり、リ

ボンのシールをヘルメットに貼っている建設会社

もあります。 
差別反対の意思表示をするだけで、大きな声も

出さないし争いません。それぞれの会社や企業で、

何か一つでも参加していただければ。全国に拡散

していきたいので、何かアクションを起こしたら、

教えてください。シトラスリボン運動の理解が高

められたかと思います。 
★シトラスリボンの作り方(YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=nE9AlwWJ
Z2Q 
★シトラスリボンプロジェクト公式ホームページ 
https://citrus-ribbon.com/ 



 

 

第 1067 回例会 2020 年 10 月 6 日 

 
あらためましての自己紹介   

中澤 信敏君 
先週 10 月 1 日は中秋の名

月でしたね。満月の日には、

パワーストーンを満月にあて

ると浄化できるという話を聞

いたことがありますか? うち

に帰ったら、パワーストーン

が月光を浴びていて、嫁が作ってくれたみたらし

団子もあり美味しくいただきました。 
さて、過日の地区大会にご参加された皆さんお

疲れ様でございました。社会奉仕委員会ではシト

ラスリボン運動の周知活動として、地区大会参加

者へマスクとリボンの配布を斉藤委員長のもと大

勢の皆さんにご協力いただきました。シトラスリ

ボン運動の理解が高められたかと思います。ご協

力ありがとうございました。 
 山極先生の講演も刺激を受けましたね。Zoom
でご覧になった方もいたようですが、何人くらい

参加されたのでしょうか？ 
 従来コミュニティを形成してきた三密が、コロ

ナの影響でできなくなっている中で、ゴリラや人

間のコミュニケーションの話から導いていただい

たのでしょうが、自分の中ではまだ整理できてい

ない部分がたくさんあります。今まで直感でコミ

ュニケーションをとっていたことができなくなっ

ている今の状態から、具体的にどうやって行動を

していけば良いのか、いまひとつ掴めていないの

でもう一度お話を整理してみたいと思いました。 
さて、新年度を迎えてから 1/3 を過ぎました。

会長挨拶の中で、もっと早くお話ししたかったの

ですが、コロナの話題が多く、このタイミングに

なりました。あらためまして、私のつまらない自

己紹介をいまさらながらお話しさせていただきま

す。 
1973 年（昭和 48 年）産まれ。第二次ベビーブ

ームで、バブル経済を経験していない世代です。

斉藤仁くんと山崎芳雄さんの息子さんと中学が同

じ 1 中のクラスメートです。多分お互いに昔話に

は触れてもらいたくないことがあるかもしれませ

んのでそっとしておきます。 
生まれと育ちは、今の会社がある場所で、自治

会は上堀です。どの年代の方がお解りになるかわ

かりませんが、上堀の自宅の裏は、上田丸子電鉄

の線路道で小学生の頃はススキだらけになってお

り見通せず、子供たちが秘密基地を作って遊んで

いました。 
当時、私の実家、今の会社のある場所は、産業

道路国道 18 号と市街地に入る国道 141 号の分か

れ道で、周辺にパチンコ２店、ボウリング場、ゲ

ームセンターがあり、毎日深夜まで営業していた

ので周辺が煌々と明るく、いつも星が見えないの

です。おまけに、当時の暴走族は、あの場所で騒

ぐのが好きだったらしく、通りすがりでよく騒い

でいました。そんな素敵な環境で育ったためか、

今は無音で星が煌めく武石に住んでいます。 
父は昭和 14 年産まれで鷹匠町に本家があり工

務店でした。父の姉は以前当クラブで紙芝居をや

らせていただいた立川談慶師匠の母にあたります。 
母は埼玉川口の出身で、趣味はカラオケです。こ

の前 CD デビューしていました。ユーチューブで

お袋の曲を何曲か聞くことができます。最近はコ

ロナで外出できずストレスが発散できないようで

す。 
私は物心ついた時から印刷屋でした。仕事場に

日常的に顔を出し、昼寝をしていれば手伝うよう

に起こされていて、年度末忙しい時期は従業員と

一緒に出前の夕ご飯を毎日のように食べていた気

がします。卒業文集の将来の夢には、「印刷屋」と

書いてありました。 
私には、兄と姉がいまして、私は末っ子です。

高校卒業後すぐに、新橋にある印刷機器の商社の

出先へ働きに出ました。バブルがはじけた直後で

したので、高卒でも例外的に採用していただけた

のかと思います。２年間お世話になりましたが家

の事情で伸和印刷に戻ってきました。 
平成 6 年に兄が会社をおこし私もそこついてい

き、パソコンで印刷物を作る時代にしがみついて

いました。そのころから水野さんとお付き合いを

させていただいております。当時こちらのクラブ

にいらした北條さんにも大変お世話になり、マル

チメディア情報センターには毎日のように入り浸

っていました。嫁に言わせると世間的には、パソ

コンおたくの部類だったようです。 
その後、色々あり結果的に私が親の会社に戻り

ました。 
 昭和 40 年起業時はタイプ印刷からでしたが、

現在は印刷物の他にホームページの制作、看板な

ど、やれることは仕事にさせていただいています。 
 印刷物も範囲が広いですが、お客様のほとんど

が地元の学校関係、企業さまからお仕事をいただ

いております。最近はできるだけ地元の同業と仕

事が被らないところで WEB と製本の設備拡張を

進めているところですが、コロナ禍の被害をまと

もに受けているところです。 
ちなみに良く聞かれたり間違えられたりしま

会 ⾧ 挨 拶 
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すが、同業に同じ姓の屋号の方がおられますがあ

ちらとは別の血筋になります。 
小さな頃の夢は、正義の味方でした。血液型は、

高校 1 年までは AB 型でしたが、献血をきっかけ

に A 型であることを知り、血液型占いも気持ち次

第だと知りました。 
お笑いで言ったら、ツッコミよりボケのタイプ。

好き嫌いが顔に出ると嫁によく注意されます。カ

ッコつけたがりだけど、カッコよく決まったこと

はかなり少ない。車は新品を買う度胸は無く、隣

の日産から中古で済ませています。リーダーより

事務局のタイプです。 
魚はあまり好きではないし、魚も多分僕を嫌っ

ていると思います。ずっとやっていたサッカーの

ポジションがディフェンスだったので、思考も行

動も守りに行きがちです。自宅が薪ストーブなの

で、休みの日は薪集めや、薪づくりをする日が多

いですが、最近は一人でやっていると心が折れる

ので、家族を道連れにしています。薪情報あった

ら教えてください。 
以上、こんな私ですが、引き続きよろしくお

願いいたします。 

吉田  穣君 
１．RI より 
  ・the rotarian 10 月号 
  ・財団室ニュース 10 月号     
  ・コーデ学会ィネーターニュース 10 月号 
２. 米山梅吉記念館より 
  ・米山梅吉 冊子のご案内 
３. 長野県東信労政事務所より 
    ・労働教育講座開催のお知らせ 
恵送   
米山梅吉記念館・・・館報 秋号 
米山奨学会・・事業報告書・決算報告・米山学友会特集号 
全会員配布物 
・当クラブ会報 第 1066 号 
・幹事報告 
・米山奨学記念事業豆辞典 
・月信 10 月号 
・ロータリーの友 10 月号 

  
 
 
 
                渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 4 0 84.62％ 
前々回 26 4 2 92.31％ 
生川秀樹君  台風 14 号が近づいています。昨年の

19 号の様に被害がでないとよいの

ですが。 

宮原宏一君  金木犀の香りが漂ってきました。季

節は変わっています。 

合原亮一君  地区大会も無事終わり何よりです。

生命について考える良い機会になり

ました。 

杉山 裕君  オンラインで地区大会観ました。山

極先生のご講演 2 時間近くですが短

く感じました。 

北村久文君  30 年表彰をいただきました。ありが

とうございます。 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 笠原 一洋君 
柄澤  堯君 松澤 一志君 宮澤 広一君 
水野 泰雄君 中澤 信敏君 西澤 尚夫君 
西澤 文登君 斉藤惠理子君 田中 栄一君 
横沢  正君 吉田  穣君 湯原  剛君 
齊藤  仁君   
 
ニコニコ BOX 喜投額 10/6 例会  32,000 円 

今年度累計 209,002 円 目標達成率 23.2% 

 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング  「国歌」「4 つのテスト」テープのみ 
□表  彰   
 

ロータリー在籍 30 年 
              北村久文君 
□慶  祝 

 皆出席   

 

      宮澤広一君(10 年) 

  

 誕生日祝   
  吉田 穣君(14 日)  中澤信敏君(28 日) 
 結婚記念日祝 
  湯原 剛君(9 日)  西澤文登君(10 日) 
  田中栄一君(22 日)  宮澤広一君(29 日) 
  肥田野秀知君(31 日) 
□ラッキー賞 
 提供者 斉藤惠理子君 
 「ロータリーロゴ入りマスク」 

西澤文登君 
                 
□委員会報告 
 
 
 「ロータリーの友」 紹介 
     広報・情報委員会  横沢  正君 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 
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 10 月 4 日(日)上田市サントミューゼにて 2020-

21 年度国際ロータリー第 2600 地区大会が開催さ

れました。 
 ～当クラブ 参加者～ 

中澤信敏会長、吉田穣幹事、横沢正地区会計監事 

飯島俊勝君・西澤文登君・山田豊君・山崎芳雄君 

水野泰雄君・斉藤惠理子君・清水一典君・ 

合原亮一君       11 名が参加しました。 

 当日は社会奉仕委員会事業として「シトラスリ

ボン運動」の周知活動を行いました。また、古里

郵便局渡邉章貴君より「日本のロータリー100 周

年記念切手」の販売も行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シトラスリボン運動の周知活動に参加した宮

澤広一君と記念撮影を行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区大会は新型コロナの影響で参加人数を制限

していましたが、六文銭ロータリーで用意したシ

トラスリボン運動紹介のチラシと一緒に参加した

多くの方に配布することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会は新型

コロナ対策のため、

席の間隔を広く開

け、スケジュールも

例年より圧縮した

形で開催されまし

たが、例年通り充実

した内容でした。 
記念公演は類人猿の研究者であり、上田にも縁

のある前京都大学総長

山極壽一先生による「新

型コロナウィルス後の

人間社会」でした。 
専門家の目から見た

人類社会とコロナの関

係の示唆に富んだお話

でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会卓話   職業奉仕委員会 

            飯島 伴典君 

       

10 月 20 日 例 会 予 定 

地 区 大 会 


