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ＰＥＴＳの報告ＰＥＴＳの報告ＰＥＴＳの報告ＰＥＴＳの報告    

                    会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト    横沢横沢横沢横沢        正正正正    君君君君    

 

3 月 24 日（日）岡谷市

のホテル岡谷で開催され

た国際ロ－タリ－2600

地区(2013～2014 年度)

会長エレクト研修セミナ

－(ＰＥＴＳ)に参加して

勉強をしてきました。今

年は幹事予定者の出席は

なく会長エレクトのみの

出席で、個人的には寂しかったです。 

Ｐはプレジデント(大統領)、ちなみにガバナ－

とは州知事の意味だそうです。Ｅは立ったもの(予

定者)、Ｔはトレ－ニング、Ｓはセミナ－の略だそ

うです。 

ガバナ－エレクトは、岡谷 R.C.の宮坂宥洪さん。

照光寺のご住職だそうです。1 月に御夫婦で、サ

ンディエゴで開かれた、世界中 538 地区から参加

する国際協議会で、1 週間の研修を受けられたそ

うです。 

ＲＩ会長はロンＤ．バートン氏。オクラホマの

法律家出身のようです。ＲＩテーマは“ロータリ

－を実践し みんなに豊かな人生を”英語では、

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES(関わる、従事する、

歯車を噛み合わせる みんなの生活、人生を変え

る)です。ＲＩ会長の強調事項の一番はポリオ撲滅。

1985 年に開始した「人類における小児麻痺の撲

滅」作戦があと一歩というところに来たそうです。

この活動を始めた当初は到底不可能と思われてい

たそうです。それが地球上にあと数例を残すのみ

となったそうです。伝染病なので確実に“０”に 

 

して根絶が必要だそうです。個人が人類のために

貢献できる手段の典型的な例だそうです。 

 そこで次の新たな人類への貢献をという事で、

全世界一斉「未来の夢計画」の実施年度に入るそ

うです。新しい補助金制度も新しい貢献のための

新たな制度なのだという事が分かりました。 

 2600260026002600 地区の標語地区の標語地区の標語地区の標語は『人は得るものによって生計『人は得るものによって生計『人は得るものによって生計『人は得るものによって生計

をたて、与えるものによって人生を築く』をたて、与えるものによって人生を築く』をたて、与えるものによって人生を築く』をたて、与えるものによって人生を築く』です。 

奉仕という事と、真剣に向き合う年度になるので

しょう。 

あと、第 2600 地区とは長野県の事ですが、会

員数が減ると他の県と合併しなければならなくな

る危険があるそうです。2600 地区の会員数は

2,017 名（～12 年度）で、2,000 名を切ると危な

いらしいです。会員増強も喫緊のテ－マです。 

 とりあえず、印象に残った事の御報告とさせて

頂きます。新年度もよろしくお願い致します。 

 

協賛協賛協賛協賛特別展オープニングセレモニー特別展オープニングセレモニー特別展オープニングセレモニー特別展オープニングセレモニーののののご案内ご案内ご案内ご案内    

                                                笠原笠原笠原笠原    一洋一洋一洋一洋    君君君君    

 

 昨年 12 月、笠原工業旧常田館製糸場が国の重要

文化財に指定され、七棟ある繭倉の一部を一般公

開する運びとなりました。つきましては、下記の

とおりオープニングセレモニーを開催いたします

のでご出席ください。 

■日 時 4 月 5 日(金)午前 9 時 

■場 所 笠原工業㈱ 

■企画展 ・復興祈願「だるま展」 

     ・創作絹織物展示 

     ・手作りランプシェード展 

※セレモニーに参加される方は、８時 45 分までに、 

お出かけください。 
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平野平野平野平野    成成成成基基基基君君君君    県県県県    会会会会    議議議議    長長長長    退退退退    任任任任    

 

 今年３月に、任期終了に 

て無事議長を退任されまし 

た。今後は例会への出席が 

増え、ロータリー活動に専 

念できる様です。 

           一年間、大変ご苦労様    

「「「「無沙汰いたしました無沙汰いたしました無沙汰いたしました無沙汰いたしました」」」」            した。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 斉藤恵理子ＳＡＡ 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□本日のプログラム PETS 報告、横沢エレクト 

 

会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶                    小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

    

上田公園の桜上田公園の桜上田公園の桜上田公園の桜    

 ２週間ぐ

らい前から、

家内と朝の

散歩を始め

ました。以

前は犬の散

歩というこ

とで出歩きましたが、老犬になり歩くのが不自由

となり一昨年死んだこともあり、３年間ぐらい休

んでおりましたが、老化防止には歩くのが一番と

言われ、また歩き出しました。 

 通常は６辞半過ぎに家を出て上田公園を一周し

てきますが、約 5,000 歩ぐらいです。公園内のお

堀を一周しますが、10 人に８人は左回りというか

反時計回りで歩いている感じです。また、以前よ

り犬を散歩させている人が減っているように感じ

ます。やはり、だんだんと室内犬が多くなってい

るのではないでしょうか。 

 それでは、桜情報をお伝えします。 

・ロトウ桜、博物館北側満開 

・シダレ桜、やぐら前開花３月 30 日 

・ソメイヨシノ、公園の東道路側開花４月２日 

 もう一つ、長年なんだろうなと思っていた事が

分かりました。公園の入り口、二の丸橋と書いて

ある表札の柱に、愛嬌のある顔というか、カラカ

サのお化けというか、これは何か意味があるもの

かと首をひねっておりましが、「二の丸橋」と読む、

いわゆる判じ物でした。口では説明しにくいので、

お花見に行った時でも御覧になってください。 

 

幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                        水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄    君君君君 

 

１．ＲＩより 

・2013 年４月のロータリーレートは１＄94 円です。 

・２月の認証者と大口寄付者のリスト 

２．上田商工会議所より 笠原工業文化財公開と 

協賛特別展オープニングセレモニーのご案内 

３．松本南 RC より クラブ事務所移転のお知らせ 

４．松本西南 RC より 例会開催日変更のお知らせ。 

全会員配布物  

１．上田六文銭 R.C.会報 751 号 

２．４月 23 日例会 美保ヶ池清掃活動のご案内 

３．例会変更のお知らせ 

会報恵送 

１．上田六文銭 R.C.会報 751 号 

２．４月 23 日例会 美保ヶ池清掃活動のご案内 

≪お知らせ≫ 

・ボーイスカウト 13 団受賞記念の信州民報新聞掲 

載のお知らせ 

 

出 席 報 告        山田  豊 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２９ ７ ０ ７５．８６％ 

前々回 ２９ ７ ２ ８２．７６％ 

 

ニコニコＢＯＸ       山田  豊 君 

山﨑 博太 桜前線北上中、楽しみです。 

水野 泰雄 春は、少し～足踏みー。横沢エレク

ト、ごくろう様です。 

笠原 一洋 だるま展、遊びに来てください。 

飯島 俊勝 今年度もあとわずか。新学期の準備

で忙しいです。皆様はいかがですか。 

松澤 一志 横沢会長エレクト、次期頑張ってく

ださい。 

田中 栄一 ７月からの横沢様のお話楽しみです。 

北村 久文 昨日午後 8 時頃、上田バイパスで横

なぶりの雪に合いました。おどろき

ですね。 

杉山  裕 今年は花粉症の患者さんが多いです。 

中澤 信敏 青年部も PTA も終わりました。 

西澤 文登 だいぶ春めいて参りましたが、風邪

は冷たいですね。 

 

小嶋 修一君 柄澤  堯君 久保田正司君 

宮下 安仁君 西澤 尚夫君 横沢  正君 

宮原 宏一君 斉藤恵理子君 平野 成基君 

山田  豊君   


