
 

 

□司  会 松澤 一志 

□開会点鐘 水野 泰雄 

□斉  唱 『国歌斉唱』『奉仕の理想』 

□ゲ ス ト  RI2600 地区 東信第二グループ 

      ガバナー補佐 滝澤 修一様 

      補佐幹事   上原  達様 

□慶  祝 

 誕生祝  吉田  穣君 (14 日) 

      中澤 信敏君 (28 日) 

 結婚記念祝 

      西澤 文登君 (10 日) 

      田中 栄一君 (22 日) 

      宮澤 広一君 (29 日) 

      肥田野秀知君 (31 日) 

□委員会報告 

  ・広報情報委員会 渡邉 章貴君 

『ロータリーの友』紹介 

  ・R 財団委員会  中澤 信敏君 

   『こども食堂』支援活動について 

□プログラム ガバナー補佐事前訪問 

水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄君君君君    

台風一過〜信州上田は、大過なく本日の晴天を迎え

ました。 

本日はガバナー補佐訪問例会です。 

例会前に滝澤ガバナー補佐様、上原ガバナー補佐幹

事をお迎えし、実際のクラブ活動・運営が適正に行

われているか、小嶋幹事と事務局と私の立ち会いの

元、書類点検・確認をして頂きました。何も問題は

ないとの事をご報告させて頂きます。ありがとうご

ざいますと、次はガバナー公式訪問をお待ちしてお

ります。 

先般 9 月 26 日、ロータリーデーの最終実行委員会が

開かれました。 小嶋幹事と共に出席をして参りまし

た。今回ロータリーデーは、東信第二グループが合

同で開催します。地域の 6 クラブが主体となり、ク

ラブの所在地域内の人々の文化的生活環境基準を向

上させるためや様々な活動を応援し、時には他団体

と提携し、ロータリアンが行う各種活動をである事

を各自が自覚しながら、今回の上田古戦場ハーフマ

ラソンに協賛しながら、地区をあげての事業として

行うことで地区内の連帯感を深め、ロータリークラ

ブの公共イメージを向上させ、地域行政とも協力し

た社会奉仕活動を行い、社会生活を向上させる事が

できると思います。会員皆様にはすでに参加の意向

をお聞きしており、趣旨の賛同に感謝です。 

滝澤ガバナー補佐様、上原ガバナー補佐幹事様、本日

はご来訪ありがとうございました。 

小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一君君君君    

１．RI より 

 ・2018 年 10 月  1＄=112 円 

 ・コーディネーターニュース 10 月号 

２．米山奨学会より 

 ・8 月の寄付金傾向 

 ・ハイライトよねやま 222 号 

３．地区事務所より 

 ・R 財団寄付金明細表  

４. 上田ローターアクトクラブ様より 
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 ・招待行事のご案内 

５. B スカウト上田第 5 団委員長出田様より 

 ・協賛金のお礼 

６. 上田市防衛協会様より 

 ・『自衛隊ふれあいコンサート in 上田』後援のお

礼 

７. 『君に届け in うえだ』実行委員会様より 

 ・協賛金のお礼 

８. ＡＭＵより 

 ・学習部会のお知らせ 

恵送 

１．上田東 RC 様・・40 周年記念誌 

２. 上田西 RC 様・東御 RC 様・・・・会報    

３. ガールスカウト様より ・・総会資料等 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報  第 994 号 

２. 9-11 月プログラム 

３．会長より 『今週の言葉』 

４．ロータリーの友 ・月信 １０月号 

５．米山記念奨学事業豆辞典 

６. 労働フォーラム案内チラシ  

２．次週７月 10(火)日は理事会です。 

吉田吉田吉田吉田    穣穣穣穣君君君君    

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日 21 3 0 85.71％ 

前々回 25 5 2 88.00％ 

会員一同   滝澤ガバナー補佐様、上原ガバナー

補佐幹事様本日はようこそお越し

くださいました。 

肥田野秀知君 柄澤  堯君 北村 久文君 

小嶋 修一君 松澤 一志君 水野 泰雄君 

中澤 信敏君 西澤 文登君 西澤 尚夫君 

大久保昌宏君 

山崎 芳雄君 

斉藤惠理子君 

横沢  正君 

杉山  裕君 

吉田  穣君 

 

 

 

ガバナー補佐事前訪問ガバナー補佐事前訪問ガバナー補佐事前訪問ガバナー補佐事前訪問    

RI2600RI2600RI2600RI2600 地区東信第二グループ地区東信第二グループ地区東信第二グループ地区東信第二グループ    

ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐    滝澤滝澤滝澤滝澤    修一様修一様修一様修一様    

 

１ 六文銭ＲＣは、私の属する上田東ＲＣがスポン

サーとして創立されました。当時、上田東ＲＣか

らも移籍したメンバーの中には、私のＲＣ入会推

薦人の山崎博太先生もおり、ちょっとさびしかっ

たことを思い出します。 

２ 六文銭ＲＣにつきましては、一昨年２０周年を

迎え、この間、様々な課題を克服し、若い会員も

増え、現在、２５名で頑張っていると思います。 

  １０月７日に予定されているロータリーデイの

事業にも参加協力いただいています。 

  また、地区職業奉仕員会へ柄澤堯さんを、そし

て何よりもガバナー補佐エレクトとして松澤一志

さんを輩出いただき、感謝する次第です。 

  そして、本年度Ｒ財団地区補助金事業として「子

ども食堂」事業支援に取り組んでおられます。非

常に時宜にかなった取組み（ロータリーの友 9 月

号特集など）だと思います。より広報にも努めて

いただき、継続していただければと思います。 

３ 今年のＲＩテーマは、「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰ

ＩＲＡＴＩＯＮ」で、地区テーマは、「Ｆｉｎｄ ｔ

ｈｅ Ｖａｌｕｅ」です。いずれも、ＲＣとは？

ロータリアンとは？を再確認する必要性を訴えて

います。テーマの意味を考え、一人一人がロータ

リアンとしてのあり方を考えてみましょう。例え

ば、六文銭ＲＣの会員西澤文登さんからは「メジ

ャードナー午餐会」に参加し当時の田中作次ＲＩ

会長にお会いした話などを聞いたこともあります。

長年にわたり地道に寄付を続けるのも一つのロー

タリアンのあり方です。多様性があっていいので

す。それとともに、ＲＩと各ＲＣの関係での課題

があります。各ＲＣはＲＩの直接の会員です。そ

の間には地区は存在しないのです。各クラブは、

ＲＩの加盟認証を受けているので、ＲＩ事業への

参画する権利と義務を有しています。単独ででき

ないことを地区とで行うもので、地区は各クラブ

が作り上げるものと言ってもよいでしょう。 

  地区の方針について何点か指摘しておきます。 

 ・会員増強 各グループ 10 名増目標 

 2019 年 6 月 30 日に 2020 名に 

・公共イメージと認知度の向上 

・ロータリーデイの開催 

・マイロータリーへの登録 

・地区事業への参加  

10 名あたり 1 名の地区委員の推薦 

 ・ロータリー賞への挑戦   ・寄付目標 

４ １０月１７日のガバナー公式訪問は、上田東Ｒ

Ｃとの合同です。また、日本のロータリー100 周

年を祝う鐘をガバナーが持参されます。 

  最後に、１０月１４日の伊那での地区大会への

参加をお願いして挨拶とします。 


