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２５周年実行委員長 挨拶  

          実行委員長 宮原宏一君 

 
上田六文銭ロータリークラ

ブは 1997 年２月 18 日、RI 第
2600 地区 57 番目のロータリ

ークラブとして認証されまし

た。 
スポンサークラブは上田東

ロータリークラブ様です。初代会長は山﨑博太さ

ん、幹事は飯島俊勝さんが就任されました。来年

度創立２５周年を迎えます。 
おかげ様で 25 周年を迎えられることに感謝し

て、これからの上田六文銭ロータリークラブを見

据えながら明るく楽しいロータリークラブの活動

を続けていければと願っております。 

25 周年のテーマを『明日
あ し た

につなげる』とさせて

いただきます。 
25 周年実行委員会として、今年度会長の中澤さ

ん(25 周年実行委員会幹事)、副会長の水野さん(同
委員会副幹事)、幹事の吉田さん、次年度会長の山

崎さん、次年度幹事の清水さんと、何回か委員会

を開催してまいりました。今までの経過報告を、

この後 25 周年実行委員会幹事の中澤さんにお話

いただきます。 
いづれにしても会員の皆様の絶大なるご協力

をいただかないと何も出来ません。 
25 周年に向けて、何卒よろしくお願いいたしま

す。 
 

   

２５周年事業 経過報告 
       実行委員会幹事 中澤信敏君  

 
まずは過日実施いたしましたアンケートの結

果をお知らせいたします。希望数の多い順から

ご紹介します。 
記念植樹 10、記念懇親会 9、寄付 9、奉仕事

業 8、記念誌作成５、式典開催 3、記念旅行 3、
記念講演会 1、記念品贈呈 1、記念品作成 0 
となりました。 

記念植樹がやはり一番多く、従来からの美穂

ヶ池への植樹を継続して実施できるよう準備を

進めてまいりたいと思います。 
樹木も桜を案とする方向で、地権者の上田市

公園管理課と話をしつつ、数ある桜の中でも上

田で一番最初に咲く桜を植樹したらどうか等の

ご提案もいただいていることもあり、予算や植

樹に適した時期を相談して準備を進めていきた

いと思います。 
式典と懇親会ですが、やはりコロナの状況も

あるので来賓をお招きする大きな規模での開催

は現実的に難しいため式典は開催せず、身内で

の記念懇親会に留めるご意見が多く、やはりそ

の方向かと思っております。 
ただ、出席率の高い懇親会にしたいことと、

家族も呼べるような楽しく思い出に残る機会に

する案もあり、会場、日時、内容は十分検討し、

場合によっては創立記念日に近い 2 月にこだわ

らない企画もあると思っています。 
その次に多い奉仕活動と寄付においては、予

算に対して、植樹、懇親会などの必要経費の状

況を見ながら今後具体的な検討をしていこうと

いうことになりました。 
あわせて、記念誌まではいかないかもしれま

せんが、次の 30 周年を見込んで、記録として整

２５周年事業について 
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えられる程度の取り組みは行おうということに

なりました。 
その他の事業については、今後 25 周年実行

委員会の中で協議して進めますが、新たな事業

に取り組まずとも、来年度に実施を予定してい

る事業に 25 周年の冠を付けて実行していくな

どの案も出ています。 
今後の進め方については、次年度の理事・役

員のみなさまを中心に実行委員会の体制を整え、

企画や準備などは理事会の時間をお借りしなが

ら進め、その中で 25 周年の実行委員の組織を

充実させていこうと考えております。 
また、詳細においては具体的な内容が整って

きたところで、多くのメンバーに関わっていた

だきながら実行していくようにしたいと思いま

す。 
25 周年実行委員の組織は、次年度の理事・役

員にも加わっていただき取組むことにご賛同い

ただけますでしょうか。よろしければ、25 周年

事業と理事会にて協議し進めさせていただきま

す。 
引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

先週に引き続き 2 回目で、今年度委員長の皆様よ

り一年間の活動報告と引継ぎ事項の発表がありまし

た。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   中澤信敏君 
私の仕事以外の活動について

お話をさせていただきます。 
以前も簡単に触れたことがあ

りますが、私はロータリーに入

る前から地域活動に関わる機会が多く、色々な活動

に関わってきました。 
最初のきっかけは今から 25 年前くらい、私が 20

代前半の頃、上田市マルチメディア情報センターが

設置され、その利用者が集まる会に所属していまし

た。その団体に、上田駅温泉口開発時にイベントを

一緒にやってもらいたいとのことで、パソコンを使

ったテレビ会議を実施しました。今ではスマホでも

できるテレビ会議ですが、約 25 年前ですので、NTT
に仮設の専用線を引いてもらって実施しました。実

施した内容はともかく、自主的な企画で地域から人

を集めてイベントを実施し、そのあとの打ち上げ時

の一体感や達成感に大きな刺激を受けました。 
そのあともこの団体に、当時情報化の波もあり、

様々なイベントや事業の声を掛けられることになり

ます。国、県、市から声を掛けられ、様々な取り組

みを経験しました。その後、マルチメディア情報セ

ンターの団体からは離れ、引き続き個人として国や

県の外郭団体などに所属し、そのつながりで青少年

クラブアッセンブリー(2) 会 ⾧ 挨 拶 

職業奉仕委員長  飯島 伴典君 

今年度はコロナ禍ということもあり、委

員会活動ができませんでしたが、例会な

どでロータリーへの理解を深めて参り

ました。ロータリーに所属できることに

誇りと感謝を持ち、次年度は活動して参

ります。 

社会奉仕委員長  斉藤惠理子君 

コロナ禍ではあるが例年に沿ったス

カウトやアクト等への賛助金支給、柄

澤さんのご尽力により美穂ヶ池清掃

などの活動も実行できた。シトラスリ

ボン活動では地区大会やアリオ上田

などでのリボン配布に皆様のご協力

をいただきました。 

国際奉仕員委員長  生川 秀樹君 

台湾の国際大会が今年度一番の任務と

考えておりましたが、バーチャル大会と

なってしまい、役目を果たせず残念でし

た。今後皆様と旅行の機会ができればお

役に立ちたいと思います。 

奉仕プロジェクト部長・R 財団委員長 

          清水 一典君 

財団寄付についてクラブ寄付は計画通

り送金済み、他２名の個人寄付をいだた

き、感謝申し上げます。またロータリー

活動については皆様にいろいろ教えて

いただました。ありがとうございまし

幹事   吉田  穣君 
幹事という大役を、皆様にご協力いただ

き無事終えることに感謝。コロナ禍の中、

例会休会などで皆様にご迷惑をおかけし

ました。夜間例会、桐生様との交流会な

どのイベントが開催できなかったことが

心残り。次年度は SAA を頑張ります。 
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育成事業、地域活性化事業、文化活動支援などに運

営者側として関わっていました。 
私がこの活動にどうして興味を持ちどのように関

わっているかという話ですが、毎年、自治省が主幹

で県の地域振興課が事務局になるまちづくり団体の

ネットワークがあり、その全国と長野県との研修や

大会を通じて受けたことと、地元での様々な方々と

の関りについての持論が元になっています。 
我々一般的には自分の家庭の小さいコミュニティ

があり、その家庭を守るために仕事をしています。

その仕事の範囲は対お客様に関わる部分を範囲とし

て課題(需要)と解決(供給)を展開し、そこにお金を絡

めて日常生活をしています。様々な職業があるため、

ある程度の生活がお金と労力のギブアンドテイクで、

整えられた生活環境の中で生きています。 
その経済循環のギブアンドテイクで足りない教

育・福祉・医療・消防・ゴミ処理や、未来を見据え

たグランドビジョン策定・実行などの住民の需要に

対して行政がサービスとして補完しています。その

行政が行うサービスでも足りない課題について、ボ

ランティアや NPO、自治会活動、消防団、我々のロ

ータリークラブなどがそれぞれの団体の主旨の元そ

の課題解決のため日常的に取組を担っています。 
ただ、社会は日々変化しています。人口減少や、

生活様式の多様化、核家族化によってコミュニティ

が変化したり、災害の発生や今回のコロナも同じで、

今まで通りに対応できない、解決策が見えない課題

が発生した時に、一つずつ他人任せにせず解決して

行くことができれば、自分だけではなくその地域に

住む人たち全体が幸福を享受でき、その幸福が持続

できれば、巡って自分や自分の家族も幸せになれる

と思っています。その上で、自分が何をできるのか

と考えた結果が、今の私の地域活動として関わって

いる中間支援と言う考え方であり、行動です。 
中間支援とは、様々な現場で発生している地域の

課題を、自らが解決していく上で支障がある場合に、

その課題解決に対して支援をすることで円滑に解決

していく流れを整えることです。例えば、課題を感

じた人に対して、課題を解決できる人の情報を伝達

し解決することだったり、その課題解決に向け一緒

に取り組んだり、資金を調達する方法を示したり、

事務局機能を手伝ったりします。他の市町村では、

このような中間支援組織を行政や、NPO 法人が稼働

しているところもあります。上田には福祉の分野と

して社協がありますが、残念ながら福祉以外の課題

に対しては機能がなく、前市長の選挙の公約にも明

言されて期待していたのですが、その公約は実行さ

れず流れてしまっています。 
現在、実際に自分が負いきれないことも当然あり、

やれる範囲でやるしかないのですが、現在動いてい

るのは、ロータリーに加えていただいた考え方もあ

ると思っています。現在、地域活性化団体の事務局

を 1 件、文化活動団体、地域活性化団体、環境保護

団体の情報伝達のお手伝いを 4 件進行中です。この

考え方が広がり、自分でできることをできる範囲で

様々な地域課題解決に関わる人が増えて行けば素敵

な住みよい街になると考えています。 

 

 吉田  穣君 
１. RI より 

    
 ・2021 年 6 月ロータリーレート １＄=109 円 

・『ロータリー親睦月間』 リソースのご案内 
・財団室ニュース ６月号 
・日本事務局在宅勤務延長のお知らせ 

２. ロータリーの友事務所より 
・ロータリー日本 100 年史のご案内 
・友事務所勤務対応について 

３. ㈱タツノ様より 
・役員交替のご挨拶 

恵送   
 ・小諸 RC 様・小諸浅間 RC 様・・会報 
 ・小さな親切運動様・・・冊子 春号 
会員配布物 
 ・当クラブ会報 第 1089 号 
 ・月信  ６月号 
 ・6/29  デジタル講習会のご案内 

 
 
                渡邉章貴君 

 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 2 0 92.31％ 
前々回 26 1 1 100％ 
杉山 裕君  先週クラブアッセンブリー途中で終

わってしまい、申し訳ありませんで

した。 

中澤信敏君  クラブアッセンブリー２日目です。

よろしくお願いいたします。 

柄澤 堯君  ワクチン接種、７月中に終了します。 

西澤文登君  コロナワクチン、やっと予約ができ

ました。 

山田 豊君  コロナも少しずつ落ち着いてきまし

たが、景気の方は最悪ですね！ 

飯島伴典君  ６月市議会定例会が開催されました。

一般質問で 6/15 午前中私の出番で

す。よろしかったら UCV ご覧くださ

い。 

斉藤惠理子君 アルツハイマー病の治療薬が認証さ

れました。期待します。 

合原亮一君  暑いぐらいの天気で、稲の発芽も進

んでいます。 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 
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吉田 穣君  コロナもだいぶ落ち着いてきました。

このまま終息に向かってくれること

を願います。 

水野泰雄君  今日は安心・カンタン誰でもわかる

講習会の案内をさせていただきます。 

       お待ちしています。 

笠原 一洋君 北村 久文君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 西澤 尚夫君 
生川 秀樹君 田中 栄一君 山崎 芳雄君 
横沢  正君 清水 一典君 斉藤  仁君 
 
ニコニコ BOX 喜投額 6/8 例会 23,000 円 

今年度累計 720,003 円 目標達成率 80.00% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング 「それでこそロータリー」テープ 
□委員会報告 

次年度デジタル化推進委員長    

水野泰雄君 

 

 

 

 

安心・簡単！誰でもわかるデジタル講習会 

のご案内 

 

去る５月２５日例会に於いて次年度地区デジタル

委員長合原亮一君のお話にもございました通り、次

年度はオンラインでの例会開催を計画しております。 

それに伴い、次年度準備として下記の通りデジタル

講習会を開催いたします。まずは ZOOM 会議に慣れて

いただくための講習を行います。大勢の皆様のご参

加をよろしくお願いいたします。 

※ 6 月 29 日は休会ですが、例会時間に委員会事業

として講習会を開催し、昼食は用意いたします。 

※ わからないことや疑問・心配事をここで解決して

いきましょう。 

          記 

 

日  時  令和 3 年 6 月 29 日(火)  

午後 12 時 30 分～午後 13 時 30 分 

                    

場  所 上田東急 REI ホテル 3 階 「信濃の間」 

持 ち 物 スマートフォン またはパソコン 

(スマホで ZOOM が出来ない方) 

   

 

最終例会セレモニー 

 

  ※今年度最終例会です。夜間例会から昼例会

に変更となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 6/9 撮影 

例 会 日 誌 

6 月 22 日 例 会 予 定 

東急 REI ホテル駐車場の月桂樹とつつじ 

 


