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司  会        織  英子君 
開会点鐘       上島 孝雄君 
斉  唱  「国歌斉唱」「奉仕の理想」 
特別出席者 
・上田東 RC 名誉会員 

上田市長 母袋 創一様 
・東御 RC 名誉会員 
     東御市長 花岡 利夫様 
・バストガバナー  島田 甲子雄様 
・東信第二グループガバナー補佐 
          関  啓治様 
・  〃     ガバナー補佐幹事 
・         滝沢 秀一様 
・ 米山奨学生   王  莉沙さん 
          呂   岩さん 
          金 ソク柱さん 
・上田ローターアクトクラブ 
     会長   村松  匠さん 
     幹事   土屋 由美さん 
・事務局 
   上田 RC       宮沢由美子さん 
   丸子 RC       久保山礼子さん 
      上田東 RC     中村恵美子さん 
      上田西 RC     中山 香苗さん 
   上田六文銭 RC 堀内美穂子さん 
      東御 RC       吉池美佐子さん 
 

定時受付 1 月 17 日(火) 
 上田東 RC   倉沢 和成君 
 上田西 RC   森  芳樹君 

 
 
日本ロータリーの立ち位置 

 西澤文登君 
 恒例の東信第 2 グループの新年会が今年
も盛大に行われました。この催しは第 2 グ
ループ独自のものだそうですが、6 クラブ
の会員が一堂に会して賀詞を交歓し、友情
を温めあうというのもいいものですね！現
在役員を務めている立場の人はお互いに 6
月まで頑張ろうという励みになります。ま
た新年度の役員予定者は 「さあやるぞ」とい
う自分の抱負をあらためて大きく持ち、責
任と決意を固める場になります。会員数こ
そ最盛期に比べると少なくなりましたが、
「手に手つないで」の合唱の輪があれだけ
大きくなると心強さを感じます。ロータリ
ーの輪は、この上田小県の地区を支えてい
る単なる経済界のリーダー達の輪ではあり
ません。ロータリーの旗の基で、「ロータリ
ーの心」を学んだ同志達の心の輪なのです。
経済界のみならず精神的な面でもこの地区
を支えている人達の友情の輪であるのです。 
 規定審議会で従来のロータリーの根幹を
揺さぶるような大きな改定があったことは
既に皆様ご存知のことと思います。この改
定は既存のルールに慣れていた人達には大
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きな驚きであり、大きな戸惑いでもありま
す。特に会員身分と例会の持ち方は私なら
ずとも違和感を持たれた方は多かったと思
います。無職の人でも会員になれるという
改定は、職業奉仕はロータリーの金看板で
あると信じていた者にとっては晴天の霹靂
そのものでした。また月 2 回でよいという
例会の持ち方と E ロータリーの規定は明ら
かに例会軽視であると思います。日本のロ
ータリーの父 ・米山梅吉さんは 「例会はロー
タリーの道場である」と説かれました。ロー
タリーの友でもこれらの改定については多
くの論客が意見を述べておられます。世界
のロータリーは規模の拡大にばかり走って
いるのではないかと私も思います。 
 しかし幸いなことに、それをそのまま実
行するかどうかは我々のクラブの自主性に
任されています。世界の流れを踏まえて日
本のロータリー、長野県のロータリー、上田
小県地区のロータリー、上田六文銭クラブ
のロータリーを造ればよいのだと考えます。
日本のロータリーは一時会員数で世界の 1
割を占めていました。現在は 7.4%になりま
したが、まだまだ有数のロータリー大国で
す。第 2 次世界大戦で壊滅状態になった日
本のロータリーは戦後目覚ましい発展を遂
げました。経済の復興ももちろん大きな要
因でしょうが、「ロータリーの心」が日本の
風土に、また日本人の心にマッチしたのだ
と私は思います。その 「ロータリーの心」の
代表格は何と言っても 「四つのテスト」をモ
ラルとする職業奉仕の概念であると思いま
す。この概念が仏教の 「忘己利他」、庶民の
勤勉性、武士の品格、等々いろいろな要素を
持つ日本の国民性にマッチしたのだと私は
思うのです。この日本のロータリアンが
営々と築いてきたことを、世界の流れがこ
うなったからと軽々しく変えてはならない
と考えるのです。 
 改定にはうなずけるところもあります。
それはハッピーマンデイのことです。月曜
日に祝日が多くあります。月曜日例会のク
ラブは法定休日が多いわけです。これはそ
うでないクラブから見ると不公平です。改

定の良いところは取り入れ、変えてはなら
ないと考えるところは変えずに、クラブの
進路を誤らないように持っていくことが肝
要だと、新年に当たってあらためて感じて
おります。 

生川 秀樹君 

 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 22 6 - 72.73％ 
前々回 22 6 1 77.27% 

西澤文登君 明けましておめでとうござい
ます。先の見えにくい世の中
ですがロータリーの光をとも
し続けましょう！ 

飯島俊勝君 あけましておめでとう。20 周
年よろしくお願いします。 

中澤信敏君 大河ドラマ館 103 万人入場は
新記録。たくさんの人に上田
を知ってもらえましたね。 

水野泰雄君 おめでとうございます！新雪
の新春合同夜間例会～清々し
くスタートです。P.S.上田六文
銭 RC20 周年記念式典よろし
くお願いいたします。 

中沢利樹男君 新年会楽しみましょう。本
年もよろしくお願いいたしま
す。 

柄澤 堯君 あ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。 

宮澤広一君 あけましておめでとうござい
ます。 

斉藤惠理子君 本年も宜しくお願いいたし
ます。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 

松澤 一志君 宮原 宏一君 

西澤 尚夫君 生川 秀樹君 
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東信第二グループ 
6クラブ新春合同夜間例会 

 
日   時  平成 29 年 1 月 16 日(月) 

       点鐘 18:00 
会   場   上田東急 REI ホテル 

 
上田 RC 会長挨拶  

上島孝雄君              
あけましておめ

で と う ご ざ い ま
す。（上田 RC の会
長の上島です。） 

新年を迎えての
合同例会ですが 14
日から雪がふり、
お足元の悪いところ大勢の皆様にご参加し
て頂き有り難うございます。 

今年は穏やかな年明けでした。私は久し
ぶりに初日の出を見るために青木村にある
子檀嶺神社里社（こまゆみじんじゃさとし
ゃ）さんに参拝に出かけました。舞殿の先に
見える山々の間から昇る、立派な大きな初
日の出を拝むことができ、寒さを忘れてす
がすがしい気持ちになりました。 

昨年は、上田市も NHK の大河ドラマ真田
丸 ・上田市合併十周年 ・山極勝三郎物語の映
画上映等忙しい一年でした。今年はそれら
の経験を生かしながら、ロータリアンとし
てできる事を継続して行きたいと思います。 

合同新年会のホストを上田 RC が務めさ
せて頂きますが、懇親会を通して、好意と友
情をより深めて頂くように計画させていた
だきました。今年も皆様の健康と、ご活躍を
お祈りしまして挨拶とさせて頂きます。 

 
 
 

東信第二グループ 
  ガバナー補佐挨拶 

        関 啓治様 
明けましておめ

で と う ご ざ い ま
す。 

皆様方ますます
御健勝で、ご家族
ともども佳き新年
をお迎えの事とお
慶び申し上げます。 

平成 29 年のお正月は、温かく、穏やかな
お正月を迎えました。 

今年の干支は、十二支の十番目にあたる
“丁酉”（ヒノトトリ）のトリ年です。 
この干支の生まれの人は、几帳面で聡明、面
倒見の良い人が多いと言われております。
酉は 「トリ」の音の響きから、幸を取り込む
動物として古来より親しまれて来ました。
又、鶏は別名 「明けの鳥」とも呼ばれ、新し
い年の最初に鳴くことから縁起の良い干支
とされております。 

また今年は上田六文銭ＲＣが創立 20 周
年記念の年となります。上田六文銭 RC で
は２月 21 日に創立 20 周年記念の式典が挙
行される事になっております。改めて創立
20 周年おめでとうございます。どこのクラ
ブでもそうであります様に幾多の困難や試
練があったことでしょう。その都度全員の
英知 （叡智）をもって乗り越えて参ったと、
伺っております。その根底には、会員全員が
ロータリーを愛する心があったからです。
これから 30 周年、50 周年に向けて新たな
出発を応援させていただきます。 
ʻ16～17 のロータリー年度も、早くも折り
返し点を超えました。私もガバナー補佐を
拝命し、７月１日 就任させていただきまし
た。ジョンＦ.ジャーム会長の指導のもと、
2600 地区 原 拓男ガバナーが掲げられた
地区の目標“親睦”“増強”“ポリオ撲滅”をテ
ーマに半年を経過致しました。各クラブに
於かれましても計画書に従い着々と事業を
遂行され、成果を上げられております事を
お慶び申し上げます。 
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 昨年はガバナー公式訪問に先立って、ガ
バナー補佐事前訪問の際には、大変お世話
になりました。クラブの皆様には、大変おも
てなしをいただき、特に会長 ・幹事 ・事務局
の方々には大変お世話になりました事を、
この席を借りて厚く御礼申し上げます。お
蔭様で無事その職責を全うする事ができま
した。 

来月２月 12 日 （日）には恒例の東信第一、
第二グループ共同開催で“会員セミナー”
“IM”を千曲川 RC、上田 RC が主管で高砂殿
にて開催いたします。是非多数の会員の皆
様にご参加をお願いいたします。 

会員セミナーの講師には直前ガバナーで
ある望月宗敬氏にお願い致しました。 

望月パストガバナーにはロータリーの基
本的な事柄を分かりやすく解説していただ
きたい旨、お願いしてございます。 

IM は、上田市出身の幻のノーベル賞とも
言われております病理学者“山極勝三郎博
士”の半生を詩情豊かな映画を作製した上
田市下之郷出身の映画プロデューサー“永
井正夫”氏に講演をお願いいたしました。映
画“うさぎ追いし山極勝三郎博士物語”の上
映と映画製作の興味深いうら話をお聞きす
る事が出来るかと存じます。ご期待くださ
い。 

2600 地区 原ガバナーはロータリー財団
に、特に力を入れる事は公式訪問の時にも、
力を込めて述べられておりました。 

今年、2017 年はロータリー財団の創立
100 周年に当たる年であります。その財団
の発祥の地、アトランタで、今年６月 10 日
～14 日 国際大会が開かれます。ＲＩジョ
ンＦ．ジャーム氏と原バガナーはアトラン
タでの国際大会には、2600 地区から 30 名
の参加者を約束させられたとの事です。上
田 RC からは 13 名の参加者が予定されてお
ります。まだ間に合いますので希望の方が
いらっしゃいましたら、是非ご一緒しませ
んか！まだ間に合います。 

最後になりましたが、本日の合同新年会
をご準備いただいた、上田 RC の皆様には、
心より感謝申し上げます。 

本年が明るい年でありますよう、また会
員の皆様がこの一年ご多幸であられるよう
に祈念申し上げ、各クラブの益々の発展と
奉仕を通じてロータリーが世界に寄与でき
ます様に祈念し、新年のご挨拶といたしま
す。 


