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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       西澤 文登君 
斉  唱        

「国歌斉唱」「それでこそロータリー」 
慶  祝 
 皆出席 
 
 
 
 

宮原宏一君(20 年) 
        北村久文君(26 年) 
 誕生祝    笠原一洋君(１９日) 
 結婚記念祝  山﨑勝司君(１５日) 
ゲスト 
 西澤文登君ご友人 
        中澤亥三様 
委員会報告 
 ・プログラム委員長  中沢利樹男君 
2/7 例会プログラム変更  
世界月間卓話→20 周年記念事業準備へ 
プログラム   
 ・ゲストスピーチ 
IPCC リポートコミュニケーター 

中澤 亥三様    
 
 

 
 
不確実な世にロータリーの光を！    

西澤文登君 
 皆様明けましておめで
とうございます。お正月
はどのように過ごされた
でしょうか。今年も健康
に留意し、元気に例会に

出席しましょう。この 2 月 21 日は創立 20
周年記念例会です。準備万端、健やかに記念
日を迎えたいものです。よろしくお願いい
たします。 
 昨年は真田丸景気で上田は大変盛り上が
りました。大河ドラマ館も入場者 100 万人
突破ということで、新記録を作りました。観
光業関連、物販関連の業界も忙しくもうれ
しい一年であったかと思います。真田丸ロ
スの落ち込みが心配ですが、折角上田に来
ていただいたお客様にリピーター、ひいて
は上田ファン、できたらサポーターになっ
ていただけるよう、おもてなしの心を忘れ
ないで取り組みたいものです。 
 年明けから世界情勢は何やら波乱含みで
す。中東情勢は相変わらずですし、ヨーロッ
パではテロが横行し、アメリカではトラン
プ氏が大統領就任を控えて好き勝手と思え
るようなことをツイッターで叫んでいます。
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それに対抗してでしょうか、中国は南沙諸
島で軍事示威行動に出ています。日韓の関
係もおかしくなりつつあります。各国指導
者達も自分の国さえよければというような
偏狭な考えになっているのではないかと思
えるような悲しい現実が見え隠れしていま
す。ロータリーの理念からだんだん現実が
遠くなっていくのではないかと危惧する者
の一人です。小さい力かも知れませんが
我々ロータリアンの頑張りどころであるか
と思います。 
 文明の面では今年は AI （人工知能）が一
層クローズアップされる年であると思いま
す。AI の進歩は人間の暮らしに安全・安心
を与えるものです。確かにすばらしいこと
だと思いますが、同時にはたして快適な社
会になるかどうかと考えた場合に理想的と
言えるでしょうか？私は落語が好きです。
落語の中に出て来る八っつぁんや熊さん、
横丁のご隠居さんをこよなく愛しています。
彼らの織り成す人間模様、人間臭さがたま
らなく好きな人間です。そんな人間にとっ
て AI の発達は愛すべき人間臭さが消えて
いくようで、ちょっぴりさびしくもあるの
です。人手が必要な分野には AI の力を積極
的に注いでいくべきと思いますが、すべて
をそれに委ねるということには疑問符をつ
ける者です。活用する世界の選択、範囲の選
択には慎重であるべきと考えます。人間力
の衰退につながってはいけません。 
 元日の朝日新聞で、霊長類学者の京都大
学総長でいらっしゃる山極寿一氏の談話を
読みました。山極先生は当クラブ 20 周年記
念事業の企画で市民講演会の講師にお願い
しようとしている方です。お忙しいお立場
の方ですので、4 月以降でないと予定も立
たないということで、講演会の日取りなど
は未定ですが、ぜひ実現したいと思います。
この朝日新聞の記事を読んでその思いをよ

り強く持ちました。場合によっては新年度
に入っても記念事業として実現すべきと考
えます。 

松澤 一志君 
1. RI より 
 ・My ROTARY 公式名簿 

について 
 ・1 月ロータリーレート 

 1＄＝116 円 
 ・職業奉仕月間 リソースのご案内 
2. 米山奨学会より 
 ・11 月の寄付金傾向  
3. 地区事務所より 
 ・年末のご挨拶 
 ・R 財団寄付金明細表 
 ・月信 1 月号の訂正について 
4. UCV より 
 ・新春ライブカメラ中継のご案内 
5. 上田市防衛協会より 
  ・ 『自衛隊ふれあいコンサート in 上田』後

援お礼状 
6. 理事会より 
 ・12 月理事会議事録 
恵送 
1. 上田 RC 様・上田西 RC 様・・・会報 
2. ガールスカウト様・・・冊子 102 号 
3. 伸和印刷様・ボーイスカウト第五団様・

ガールスカウト第 25 団様 ・週刊上田様 ・ 
上田青年会議所様・さくら国際高校様・
オクトン様…年賀状 

全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第 921 号 
2. 月信 1 月号  

6P 地区補助金事業実施報告 伊那西
RC→飯田南 RC へ訂正 

7P 西澤文君、田中君、松澤君、山田君、 
生川君、山崎芳君、斉藤君掲載 
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3. ロータリーの友 1 月号 
その他 
1. 下半期会費口座引落しは 1 月 16 日を予

定しております。 
2. 本日例会後、理事会です。 
3. 次週は 1 月 16 日(月)6 クラブ新春合同

例会、18:00 点鐘です。(東急 REI ホテ
ル 3F) 

4. 1 月 22 日(月)午前中 事務局休み 

田中 栄一君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 21 6 - 71.43％ 
前々回 21 6 2 80.95% 

西澤文登君 皆様、新年おめでとうござい
ます。２月には創立 20 周年
例会を控えています。一丸と
なって進みましょう！！ 

松澤一志君 新年、おめでとうございま
す。小嶋さん全快おめでとう
ございます。 

小嶋修一君 長期にわたり、欠席してご迷
惑をおかけしました。申し訳
ございませんでした。 

田中栄一君 中澤亥三様新年初めのお忙し
い所大変ご苦労様です。 

山田 豊君 皆様あけましておめでとうご
ざいます。今年の２月 21 日
は 20 周年式典です。 
出席をお願いいたします。 

中沢利樹男君 あけまして、おめでとうご
ざいます。今年もよろしくお
願いします。 

杉山 裕君 昨日、県外のお客さんとドラ
マ館に行ったら人でいっぱい
でした。 

柄澤 堯君 明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願い
いたします。 

横沢 正君 今年もよろしくお願いしま
す。 

斉藤惠理子君 本年もよろしくお願いいた
します。 

肥田野秀知君 中澤 信敏君 

 

 

ゲストスピーチ 

 IPCCリポートコミュニケータ― 
 中澤 亥三様 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

講師紹介    西澤文登君 
 

 中澤亥三さんは私の高校時代の同級
生です。現在は東御市和にお住まいです
が、当時は軽井沢から通っていました。
とても優秀でしたが、学業だけでなく芸
術面でもセンスのあった学生であった
と記憶しています。東京水産大学を卒業
し日本デルモンテに入社。国内に 4 工
場あるそうですが、そのうちの 2 つ、長
野と群馬の工場長を歴任されています。
その後海外調達の仕事をされ、退職後は
経験を活かして食品専門の環境コンサ
ルトとしてご活躍です。奥様は茶道裏千
家の宗匠でお弟子さんが何人もいらっ
しゃるということです。今日はとてもい
いお話が聞けると思います。 
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~地酒を飲んで、 

地球温暖化防止に貢献しよう~ 
 

2016 年は、地球の各所で異常高温や豪雨

などが観測され、洪水や土砂崩れなどが発

生 し ま し た 。 こ の よ う な 状 況 に 対 し

IPCC(気候変動に対する政府間パネル)は、

現状のまま進めば、ますますこういった被

害が広がるだろうと警告し、緩和策と適応

策の２面で対処することを勧めています。

そこで、私達がすぐ実行でき、且つ楽しみな

がらできる緩和策の一つとして、「地酒を飲

もう。」ということを提案しました。 

 次いで、地酒を飲むことがなぜ緩和策に

なるのかということをお話し、更に環境省

が進める緩和策である 「エコアクション 21」

活動について説明し、その中で推奨されて

いる省エネ等のための方法を若干詳しく紹

介しました。 

私達一人一人が地球温暖化防止に(ごく

ごく微量ですが)貢献できる行動をとるき

っかけになればと思います。 

 

 

 


