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会長エレクト 山崎 芳雄君 
 

私、山崎が清水一典幹事ととも

に次年度、上田六文銭ロータリー

クラブの運営を担うこととなり

ました。これから一年間の活動方

針、役員、理事、各委員会運営、

事業内容、地区また各クラブとの関わり等々の難問

をできるだけ早く処理をして、次年度に備えるつも

りでおります。 
10 月 18 日に「会長エレクト、次期幹事研修セミ

ナー」がオンラインで行われましたが、事前に研修

用の資料がメールに添付されて送られてきたので研

修資料を全部プリントアウトしたところプリンター

の印刷が止まらず、プリンターが壊れたのかと思う

位に研修資料が何と 150 ページ近く出てきました。 
これを全部理解しろと言うことかと驚いた次第で、

セミナーの研修資料のはじめのページには“会長と

しての成功は、エレクト時の準備に掛かっている。”

と大きな文字で印刷されていて、私には最初からプ

レッシャーがかかる文章から始まる研修セミナーの

資料でした。来年 3 月の会長エレクト研修セミナー

を含め今後も何回かセミナーが開催されますので、

研修での内容を参考にこれから会長エレクトとして

の準備をして参ります。ロータリーに関して無知に

近い私がこの歳で会長という大役が廻ってくるとは

思ってもいませんでしたので、4、5 年ほど前に RLI
を受講した時の事を思い出し、会長の使命を全う出

来る様に努力したいと思います。 
2600 地区の桑沢ガバナーエレクトよりは各クラ

ブへのお願いと言うことで、ガバナー方針が既に出

て来ておりますので、これらを基本に来年度の六文

銭ロータリークラブの方針を具体的に決めて行きた

いと思います。理事、幹事、各委員会に付いては、

皆様の同意を得て配置を考えておりますが、会員の

数も決まっておりますので委員会が重複する等、意

に沿わない場合も多々あるとは思いますが、快く承

諾をお願い致します。 
RLI を受講したとは言っても、ロータリーに関す

る知識、クラブ運営に関して全くの素人に近い私で

すので至らないところが多々出てくると思いますが、

ご寛容いただき、諸先輩方のご支援ご指導を頂きな

がら、会員の皆様の力をお借りして歴史の有る六文

銭 RC の運営に尽くして行きたいと思います。 
次年度までにはコロナ禍が治まり、平穏な生活、

経済活動、クラブ運営に戻る事と確信します。 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   中澤 信敏君 

またコロナウイルスが流行り出し

てしまいましたね。感染しないように

十分気を付けなければならないです

ね。気にすると言っても、以前から言

われていましたが、症状が出ていない

人でも感染している人がいると聞きます。そうなる

と、我々の会や、他の施設など入場時の検温で「発

熱がある方はご辞退ください」と言う基準が対策と

しては不十分であることになります。 
季節の変わり目や寒くなった時、コロナ感染以外

の体調の変化が出てしまいます。私は、どこでも寝

ることができる特技があります。椅子に座ったまま、

電車で立ったまま、食後のリビングでも目覚めたら

朝ってことはよくあります。体調管理・感染予防に

気を付けましょうとよく耳にしますが、みなさんも

自宅に帰れば、リビングやこたつでうたたねして体

を冷やして鼻水やのどの痛みが出はじめる、何てこ

とがよくあるかと思います。そんなことも特に気を

付けなくてはならないですが、私はあまり自信があ

りません。そんなこと言ってちゃいけないのですが。 
さて、土曜日に当クラブの今年度の社会奉仕事業

であるコロナ感染者への誹謗中傷を辞めようとシト
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ラスリボン活動の啓発事業を、アリオで行ってまい

りました。社会奉仕委員会の斉藤委員長さん大変お

疲れ様でした。土屋市長や、上田市議会議長、自治

会連合会会長、社会福祉協議会会長、県庁職員、サ

ッカーのパルセイロスタッフなど、連合長野、斉藤

さんの NPO 関係者の方々など、たくさんの方にス

タッフとしてご協力いただき、当クラブもその一員

として啓発活動を行ってまいりました。 
やはりアリオは人出が多いですし、色々な方がい

ますね。本当に老若男女でした。シトラスリボン作

りのイベントや歌手のミニライブを始めると沢山人

が集まってきました。私もクラブのたすきを付けて

9 時半～15 時半までいましたが、様々な方々にリボ

ンを差し上げてきました。今回山崎芳雄さんにご寄

附いただきましてクラブののぼり旗を作成し、その

のぼりとロータリーデイのバナーを掲げました。 
ひとりひとりへ主旨は説明できませんが、シトラ

スリボン活動の主旨が書かれたクラブの名入りのカ

ードを付けていますので、受け取った方はそれを見

ていただけるのではないかと思います。その場で付

けてくださる方もいらしたり、募金しますか？なん

て声を掛けてくださる方もいました。今までこの手

の活動を色々してきましたが、アリオの集客はすご

いなと感じました。また当日はメディアもたくさん

来ていました。特に長野放送は長い間撮影していま

したね。私は記者対応していませんが、クラブの名

前や、のぼり旗が写っていれば良いですね。楽しみ

です。また今後も社会奉仕委員会中心で奉仕活動を

続けていくと思いますので、今回は急なお誘いでし

たので皆さんご都合付かなかったと思いますが、シ

トラスリボン活動の支援は、この時期に適した奉仕

事業だと思います。他のメンバーも合わせてクラブ

の奉仕活動としてお力添えをお願いいたします。 
もう 1 点お話ししたいことがございます。先週の

理事会で理事の皆さんにはお話ししましたが、過日

桐生赤城 RC の石川会長よりお電話をいただきまし

た。お話をうかがうと、桐生市の感染者は上田より

少なさそうですが、桐生赤城クラブの例会場のプリ

オパレスが営業自粛をしているようで例会場の方か

ら、例会開催数を減らしてもらいたいと連絡が来た

そうです。そのためだいぶ前から月に 2 回の例会だ

ったそうで、桐生にある他のクラブも同じ施設を使

っており、同様の状況だったそうです。例会がまと

もに開催できなく、それでは良くないと最近理事会

運営をオンライン会議として進めるようになったと

言うことで、クラブ運営も中々進んでいないとのこ

とでした。その他、コロナの影響でも退会者の話は

出ていないようなのと、会員増ができていることと、

台湾の世界大会での親睦の件も状況説明し、上田で

開催する軌道修正となるだろうとお伝えさせていた

だき情報交換をさせていただきました。 
私の耳に入っている限りでは、施設側からの申し

入れの話は聞いたことが無かったので驚きましたが、

状況とすればこの状況はひとつの経営判断としては

考えられるだろうなと思いました。 

 吉田  穣君 
１．RI より 
  ・ロータリー財団月間 リソースのご案内 
  ・END PORIO NOW リソースのご案内 
２.東御 RC 様より 
  ・「新春合同例会」中止のお知らせ・・ 

1/13(水)予定しておりました新春合同例会が中止と
なりました。 

３. 上田西 RC 様より 
  ・創立 30 周年記念誌送付について 
４.東 日

とうにち

観 光
かんこう

より 
  ・国際大会参加旅行のご案内 
５. 理事会より 
  ・11 月 10 日理事会議事録 
恵送   
 上田西 RC 様・・・・会報、創立３０周年記念誌  

全会員配布物 
・当クラブ会報 第 1071 号 
・11 月－1 月プログラム 

                渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  22 2 0 90.90％ 
前々回 24 3 2 95.83％ 
柄澤  堯君 北村 久文君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 尚夫君 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 山崎 芳雄君 吉田  穣君 
清水 一典君 飯島 伴典君 合原 亮一君 
齊藤  仁君   
ニコニコ BOX 喜投額 11/17 例会 19,000 円 

今年度累計 320,002 円 目標達成率 35.56% 

□司  会    杉山  裕君 

□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング    「上田六文銭 RC の歌」 
□委員会報告 地区職業奉仕委員・ 

プログラム委員長  柄澤 堯君 

『職業奉仕セミナー』とプログラム変更について 

   慶祝・『ロータリーの友』紹介 年次総会 

11月 14日(土)アリオ上田店にてシトラスリボン運動の啓

発活動を斉藤惠理子社会奉仕委員長主導にて、

様々な団体の方がお越しになり、行われまし

た。当クラブからは中澤会長が参加しました。

山崎君がのぼり旗を寄贈くださいました。 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

12 月 1 日 例 会 予 定 

シトラスリボン運動 


