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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       ⻄澤 文登君 
⻫  唱  「国歌⻫唱」「奉仕の理想」 
表敬訪問 
  上田 RAC  幹事  土屋 由美君 
  上田東 RC 
     RAC 委員⻑   佐藤 友則君 
慶  祝 
  誕生祝 
   北村 久文君   1 日 
   中沢利樹男君  11 日 
   山﨑 勝司君  15 日 
委員会報告 
 ・広報情報委員会  山田  豊君  
  「ロータリーの友」紹介 
 
 
 
 
 
 
8 月号「ロータリーの友」は会員増強、R
財団、規定審議会等々、非常に中身の濃
い内容となっております。是非ご一読を
お願いいたします！！ 
 

プログラム   
 ・来訪クラブの皆様ご挨拶 
 ・委員会だより 
  会員増強委員⻑ 山崎 芳雄君 

 
 

東京都知事選挙の結果に思う   
   ⻄澤文登君 

 今日は上田ロー
ターアクトクラブ
の若い⽅をお迎え
し、会場の雰囲気も
⼤分若返りました。
土屋幹事さん、そし
て佐藤委員⻑さん、ありがとうございます。
昨年もお迎えした時に同じことを申し上げ
た記憶がありますが、1991 年に上田ロータ
ーアクトクラブが設⽴された時、上田東 RC
に在籍していた私は、創⽴総会の司会を務
めました。当時担当委員会である上田東ク
ラブの⻘少年奉仕委員⻑が山田 豊さんで
した。懐かしい思い出です。 
 注目の東京都知事選挙が終わりました。
ご存知の通り小池百合子さんの圧勝でした。
それにしてもあんなに⼤差がつくとは思い
ませんでした。小池さんが無党派層、つま
り一般⼤衆の心をいかにつかんだかの結果
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と⾔えます。裏返すと既成政党の存在は一
般⼤衆の気持ちといかにかけ離れているか
の表れとも⾔えます。前都知事のお粗末さ
も輪をかけたのでしょうが、既成政党に飽
き足らない一般⼤衆の受け皿になったのが
小池百合子さんだったのです。至極当然の
ことではありますが、多数決で決まる⺠主
主義の世の中は、一般⼤衆の心を多くつか
んだ者の勝ちです。 
 一般⼤衆の心は⺠主主義の世の中の最終
のカギを握りますが、反面怖い所もありま
す。それは扇動されやすいということです。
巧妙な扇動者に戦術を⽴てられて巧妙に演
じられると、思うが儘にされてしまうので
はないかという怖さがあります。過去の歴
史も物語っています。少し前のイギリスの
EU 離脱の国⺠投票では、扇動者が為したこ
とではないかと思いますが、雰囲気が一⽅
に偏ってしまい、結果が出てこんなはずで
はなかったと後悔した人達が多くいたと報
道されていました。結果が出てしまうと取
り返しがつきません。雰囲気に流されない
で、いかに物事の本質を⾒極めるかが⼤切
なことだと思います。 
 よその国のことではなく、我が国にも現
実に起こりうることとなっています。都知
事選の前に⾏われた参議院選挙では改憲⽀
持勢⼒が 3 分の 2 を得ました。改憲派はこ
の好機を逃さないで、おそらく 2 年以内ぐ
らいに憲法改正を国⺠投票に持ち込もうと
するでしょう。国⺠投票になった時に、そ
の本質をよく⾒極めて投票することがきわ
めて⼤切になります。国の⾏く末を決める
投票になるのです。我々⼤人は若い人達に
正しい選択をしてくれるように、過去の歴
史を正しく伝え、物事の本質を⾒極めるよ
うにと諭していくことが⼤切な使命となっ
ているのです。 
 

松澤 一志君 
1.RI より 
・お盆休みと台風等によ

る例会の取消しにつ
いて 

2.⽶山記念奨学会より  
 ・6 月の寄付⾦傾向 
3.地区事務所より 
 ・ロータリー財団寄付⾦明細表  

恵送 
1.上田東 RC 様・・・クラブ計画書・会報     

全会員配布物 
1.当クラブ会報  第 901 号 
2.ロータリーの友 8 月号  
3.月信 8 月号 
4.クラブ計画書訂正文 
5.本日のプログラム「会員増強セミナー」

資料 

その他 
1.本日、例会後理事会です。理事の皆様会

議室へお願いします。 
２.8/11〜8/17 事務局お休みさせていただ

きます。 

宮原宏一君 
 

 

上田 RAC 様、ローターアクト委員⻑様より
ニコニコ BOX をいただきました。 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 23 5 - 73.91％ 
前々回 22 4 1 86.36% 
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上田 RAC 幹事 
土屋由美様 本日はありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 
上田東 RC ローターアクト委員⻑ 
佐藤友則様 本日はローターアクトの土屋

幹事とご挨拶に伺いました。
よろしくお願いいたします。 

⻄澤文登君 むし暑いですね！熱中症に注
意しましょう。 

松澤一志君 ローターアクトの皆様、よう
こそお越しくださいました。
ありがとうございます。 

山田 豊君 早いものでもう 8 月にはいり
ました。お祭りも終り、花火
⼤会、七夕と続きます。 

杉山 裕君 梅雨が明けてからの⽅が、雨
多いですね。 

柄澤 堯君 涼しくて楽です。 
中沢利樹男君 RLI の研修⾏って来ました。

勉強になりました。 
肥田野秀知君 笠原 一洋君 
⿅志村恭彦君 宮原 宏一君 
水野 泰雄君 中澤 信敏君 
⻄澤 尚夫君 山崎 芳雄君 

 
 
 

上田ローターアクト様に賛助⾦と古切⼿を
贈呈しました。 

 

上田ローターアクト 
 幹事 土屋 由美様 

今期上田ローターアクトクラブ幹事を務
めさせていただきます、土屋由美です。本
来ならば、会⻑の村松がご挨拶にお伺いし
ないといけないところですが、所用のため、
私が代わりまして、ご挨拶、御礼申し上げ

ます。 
 今期、当クラブのテーマは「しんか」で
す。知識やものの考えを深めていきたいと
いう「深化」と、来年度地区ホストになる
クラブとして、メンバーの真の価値という
「真価」、また今年度末、メンバーが今より
も「進化」している期待を込めて、こちら
のテーマにさせていただきました。よろし
ければ当クラブの最終例会にお越しいただ
き、成⻑している我々の姿をご覧いただけ
ればと思います。 

「しんか」をするための今期の例会予定
ですが、近々ですと 8 月 21 日に早朝ガム
取り例会を⾏います。こちらはローターア
クトの活動を地域の皆様に知ってもらい身
近である事をアピールしながら、上田の地
で活動させていただいている感謝の気持ち
を込めて⾏っています。また、昨年からは
観光客が増加しているのでまた、リピート
してもらえる街になるように街の美化を努
めさせていただいています。昨年度は 40 名
と多くの皆様にご参加をいただきましたが、
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それでも全てのガムを取り除くことはでき
ませんでした。今期は目標参加人数を 60 名
としておりますので皆様のお⼒を是非とも
お貸しください。 

3 月に「地域農業振興例会」を企画して
います。昨年度は東御市のクルミを収穫い
たしました。地元の農業を学び、その魅⼒
を多くの⽅々に発信する事ができればと思
い、企画いたしました。 

他にも古切⼿、エコキャップ、書き損じ
ハガキ、本、CD の収集を⾏い、シャプラニ
ールのステナイ生活へ協⼒をしています。
(ステナイ生活:日本の専門業者で換⾦して
海外の⽀援活動に活かしている) 
 現在、ローターアクトは 7 名で活動を⾏
っています。来期は地区ホストを持つ年に
なりますので、それにむけて今期は特に多
くの会員が必要になっています。皆様のご
親族、あるいは社員さんで 18 歳から 30 歳
までの適齢の⽅がいらっしゃいましたら、
是非ともご紹介ください。 

皆様がご⽀援くださっているローターア
クトの活動の⻘年教育の⼤きな成果を会員
それぞれが会社や地域に持ち帰り、⼤きく
羽ばたいています。 

本日は貴重なお時間をありがとうござい
ます。今年度も上田ローターアクトにご指
導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 
 
上田東 RC 

ローターアクト委員⻑ 佐藤 友則様 
   
 
 
 
 
 
 
ご挨拶をいただきました。 

 
委員会だより 

 会員増強委員⻑ 山崎 芳雄君 

 
6 月 4 日に⾏われた RI2600 地区 
 会員増強セミナーの報告 
 ・2600 地区 純増目標 90 名 
 ・各クラブ目標合計  121 名 
 
会員増強セミナー資料を会員に配布しまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※一部抜粋 会員がロータリーについて知
り、楽しみ、そして繋げていこう 
 
クラブ会員一人一名推薦をお願い
いたします！ 
 


