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2020～2021 年度 Ｒ．Ｉテーマ
ロータリーは機会の扉を開く

R．I 会長 ホルガー・クナーク
クラブ標語：「It is much More lmportant how to be good ,rather than how to do good 」

～8 月は会員増強・拡大月間です～
★ 配布 ・幹事報告 4 号
★ 会長挨拶 [丸山会長]
それではご挨拶させて頂きます。
本日は、2020-2021 年度 中信
第一グループガバナー補佐 腰
原照敏（こしはら てるとし）
様をお迎えしての例会でございます。
腰原様お越しいただき有難うございます。成田ガバ
ナーの方針等色々と研修をさせて頂きたいと思いま
す。また、例会終了後、クラブ協議会におきまして
ご指導・ご指摘等を頂く予定ですので、宜しくお願
い致します。
さて、7 月より夜間例会も含めまして通常の例会
を行ってきました。しかしながらご存じの通り新型
コロナウイルス感染が第 2 波と言っていいのでしょ
うか、全国的に広がり始めております。安曇野市に
おきましても少数ですが感染者が出ております。地
域によっては県の警戒レベル 3 になっているところ
もあります。9 月からの例会等の活動をどうしたも
のか石田幹事と共に苦慮しているところで、皆様の
ご意見も順次お伺いしたいと思っております。
そんな中、
コロナ関連のある情報を入手しました。
ご存じの方もいると思いますがご紹介いたします。
それは新型コロナウイルス（COVID-19）と血中ビ
タミン D 濃度の関係を調査した論文の要旨です。コ
ピーしましたのでご覧ください。大まかに言います
と、血中ビタミン D レベルの正常な国、グループ（人）
は感染率、重症化率、死亡率がかなり低かったのに
対し、不足している場合はその逆でかなりの確率で
悪かったというものです。ビタミン D には免疫を調
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整する作用があり、感染症、がん、アレルギーなど
に効果があるとされております。ではビタミン D を
含む食物は、サケ・マグロ・サバなどの魚、牛のレ
バー、ヨーグルト・牛乳・バター・チーズ・卵黄な
ど、
シイタケなどキノコ類・海藻類などであります。
挨拶の中に毎回コロナが出てきてしまい申し訳なく
思っております。皆様、三密を避け、
口の中を清潔に保ち、出来ればビタミン D を含む食
物をとるようにしてコロナから身を守って頂きたい
と思います。
さて、RI 会長のホルガー・クナーク氏のテーマに
戦略会議を開くようにとあります。9 月以降に予定
しております。本年は、私の基本方針は、あづみ野
RC を見直すと致しました。その見直しが会員増強
と退会防止につながればと考えております。RC は
奉仕と交流が基本であります。現在あづみ野 RC の
補助等をしている社会奉仕、青少年奉仕に対して 7
月の例会でご説明いたしました。本年度はやや補助
金を下げましたが継続していく予定です。例会時に
は代表者の方を例会にお招きして活動内容等を伺い
たいと思っております。様々な交流は、コロナ禍で
すので控えざる負えないかもしれません。
さて、話はかわりますが、入会希望者がお一人いら
っしゃいます。もうお会いになった方もおられると
思いますが、会社の履歴事項全部証明書を頂いてお
ります。次回 19 日のガバナー公式訪問終了後、理
事会を開きご審議頂きたいと思っております。久々
の新会員入会になることを願っております。それで
は、本日のプログラムは待ちに待ったガバナー補佐
腰原様の研修でございます。
宜しくお願い致します。

★ 幹事報告〔石田幹事〕

★ ガバナー補佐事前訪問
この度、中信第一グループ
ガバナー補佐に任命されま
した大町 RC の腰原です。
今
年になり、全世界は新型コロ
ナウイルス感染蔓延への対応に追われました。地球
が誕生した時から存在し進化してきた、様々なウイ
ルスと人類との壮絶な闘いは現在も続いている訳で
すが、此の度の新型はなかなかに手強い相手です。
人類が何世紀もかけ構築してきたライフスタイルや
ビジネスのあり方が大きく変わろうとしています。
大町 RC は令和 3 年 2 月に 57 周年を迎えます。ク
ラブ設立 10 周年の記念事業として子クラブの白馬
RC が設立され、私はその折入会しました。33 才でし
た。在籍年数は自分でも驚く程長くなりましたが、
ガバナー補佐の準備の為に送られてくる資料を見る
度に、勉強の足りなさを痛感しています。真に好い
加減なロータリアンであったと反省頻りであります。
ガバナー補佐という重責をお引き受けする自信はあ
りませんが、皆様のご協力をいただきながら精一杯
務めて参りますので、宜しくお願い致します。
2020-21 年度国際ロータリー会長は、ホルガー・ク
ナーク氏で、ドイツの不動産業［Knaack KG］の CEO、
125 年続く家族事業の［Knaack Enterprises］の元
パートナー、兼ゼネラルマネージャーだそうです。
国際ロータリーや地区ロータリーの重要ポストを歴
任し、
現在は恒久基金 / 大口寄付アドバイザーを務
めています。 2020-21 年度の RI テーマは「ロータ
リーは機会の扉を開く」
「Rotary Opens Opportunity」
です。 会長からのメッセージは
1) 新しい革新的なクラブを作ってください。
2) 5 年後にどのようなクラブにするかのビジョン
を持ちましょう。
3) 新会員を注意して選び、新会員の面倒を見て積
極的な参加を促してください。
4) ポリオ根絶のために寄付を行い、根絶活動の支
援を継続していきましょう。
と云っておられます。
2600 地区の本年度ガバナーは成田守夫さんです。
上田西 RC 所属で、長野医療衛生専門学校、長野救命
医療専門学校の学校法人成田会の理事長を務めてお
られます。成田ガバナーからのメッセージの一端を
お伝えします。
① まず「ロータリーから信州を元気にする」よう
に取り組んで参ります。何故なら、地域社会は
ロータリー活動を求めているからです。

別紙参照

◇出席
会員総数 23 名
出席免除会員数 2 名
本日の出席率
前々回（7 月 15 日修正出席率）
出席者：13 名
欠席者 ：8 名
欠席者：8 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：7 名
出席率：61.90％ 出席率 ：95.23％

◇ニコニコ BOX
赤羽：腰原ガバナー補佐・清水幹事をお迎えして。
場々 ：ガバナー補佐をお迎えして。
濵：ガバナー補佐腰原様、幹事清水様をお迎えして。
井口：やっと梅雨が明けました。
飯田：腰原ガバナー補佐、清水幹事、ようこそいら
っしゃいました。
石田：ガバナー補佐腰原照敏様、ガバナー補佐幹事
清水邦彦様をお迎えして。本日はよろしくお願い致
します。
笠原：腰原様、清水様、お暑い中ご苦労様です。
丸山（慶）
：本日はガバナー補佐事前訪問です。腰
原様、清水様、お疲れ様でございます。宜しくお願
い致します。
中村：腰原ガバナー補佐、清水幹事、ご苦労様です。
小穴： 腰原照敏ガバナー補佐、清水邦彦補佐幹事、
ようこそあづみ野へ。よろしくご指導下さい。暑い
ですね。
小野：ガバナー補佐腰原様、幹事清水様をお迎えし
て。
下里：腰原ガバナー補佐をお迎えして。
髙木：ガバナー補佐・幹事様をお迎えして。
〔31,000 円〕
今年度ニコニコＢＯＸ計 103,000 円
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② 次に「地域の魅力を語り合う」ことによって、
私共は地域をより一層理解することができます。
ロータリアンの存在が地域を元気にするのであ
ります。
③ 次に地域が元気になると各クラブ、そしてグル
ープは「社会に変化の種をまく」ことになり、
共に行動し実践する活動に入ります。
以上の、
成田ガバナーの考え方を基に当年度 RI 会長
テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」という年次
目標に沿い 2600 地区標語を「Expand your world
through Rotary! ロータリーを通してあなたの世界
を拡げよう」と定めました。ガバナーを中心に連携
して、皆で集まり世界で地域社会で、自分自身の中
で持続可能な良い変化を生む為に、人々が手を取り
合って行動する世界を目指します。そしてロータリ
ーの明るい未来を展望した中で「ロータリーから信
州を元気に」を 2600 地区の活動方針として、信州か
ら新たな奉仕の実践を目指す事で、各クラブ、グル
ープ、地区に活力と希望を創ります。
私達ロータリークラブは県内に 53 クラブ、2000
名のロータリアンが活躍しています。今こそ、ロー
タリアンが結束して
「ロータリーから信州を元気に」
していく時です。その為には、ロータリアンの笑顔
と感謝が必要です。その実現にむけ、ロータリーを
通してあなたの世界を拡げて参りましょう。
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