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2021～2022 年度 Ｒ．Ｉテーマ
奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
R．I 会長 シェカール・メータ

クラブ標語 【 デジタル化推進によって、例会の充実を図る 】
月間

【

ロータリー親睦活動 】
流石に落ち込みました。
私自身が副会長、会長エレクト、そして会長を拝命するも

★ 配布 ・幹事報告 16 号・第 13 回理事会報告
・R の友 6 月号 ・G 月信 6 月号
★ 国歌 君が代
★ ロータリーソング

全くロータリークラブの年間計画やその進行、行事・イベン
ト・役職を殆ど理解できていなかったのです。

奉仕の理想

★ ゲストのご紹介
・信州友愛ロータリー 堀内寛吾様
・米山奨学生 韓 亦氷さん
★ 会長挨拶 【濵会長】
いよいよ濵年度
も最終月を迎え一
年間があっという
間に過ぎてしまい
ました。新型コロナ
ウイルス感染症と
言う、本当の意味
で世界中に蔓延
するウイルスのパ
ンデミックを七十
余年の人生で初めて経験した思いがします。
それにもまして、2 月のロシアによるウクライナ侵攻が突然
開始され、世界中の人々がその戦争実写映像にでくわす羽
目になりました。地球上の全ての人々の繫栄を通じて共有
すべき幸福と平和の一体感を築く為に人間の英知を積み
上げて、グローバリズムの進展がハイレベルに形成された
結果が、一瞬にして世界を駆け巡り悲しみを共有することに
利用されるのは全く本位ではないはずです。
さて、我があづみ野ロータリークラブの一年を振り返って
みますと、色んな事がありました。直前会長の時から事務局
職員の実質的不在、ここのところが私の年度引継ぎにとっ
ては、一番の不安材料でした。後任には大先輩立川さんの
協力を頂き、三澤さんと言う仕事が出来る人が入られて

幸運にも加納真理さんを事務局員として迎えることができ、
三澤さんとの引継ぎもスムースにしていただき今日に至り
ました。
月 2 回と計画した定例会も、国や県の新型コロナウイルス
感染症対策のため、休会を余儀なくされました。が、それは
あづみ野ロータリークラブだけの話しではなく全てのクラブ
が経験し、今後もウイズコロナとして活動してゆくことを理
解するべきなのでしょう。最も顕著な事実としてウエブサイ
ト上のリモート会議（例えば ZOOM 会議）が常態化し多用
されるだろうと思います。
又、具体的な事として、幹事クラブ、ホストクラブとして出来
ず仕舞いだった行事予定・イベント等ほとんどすべてが先
送りされてしまい次年度は大変な思いで望まないといけな
い状況が有ります。
クラブの会員増強を目指してはいたものの、退会者はいた
が、残念ながら入会者はおりませんでした。会員の高齢化
が進む中で若い世代の会員増強が我があづみ野ロータリ
ークラブの将来的継続には不可欠であり、その為の実行計
画は重要です。
唯一ゴルフ同好会は、全国的にゴルフ場がコロナ感染者
を出さずに推移し、3 年間の実績で安全な場所との認知を
得たのでしょうか,ゴルフブームの再来で大変なようですが、
当クラブにおいても月一回継続出来た事は良かったと思い
ます。
又、２３～２４年度、当クラブから場々洋介会員を、中信第一
グループのガバナー補佐に押すことが決まっています。その
為にも全会員の支援が大切だと思いますので、そちらにも
あづみ野ロータリークラブの力を結集しましょう。
長くなりましたが、後 6 月 22 日の納会です是非とも皆様
のご出席を頂きたくお願い申します。終わります。

ほっとしたのもつかの間、ようやくスムースに事が進行しだ
した矢先、三澤さんから退職の意思を告げられた時は、
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★ 幹事報告

【三原幹事】

★本日のプログラム
◇雑誌評論【 石田一夫会員 】
別紙参照
◇出席報告

会員総数 21 名 出席免除会員数 1 名
本日の出席率

前々回（4 月 13 日修正出席率）

出席者：13 名
欠席者：7 名

欠席者 ：9 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：4 名

出席率：65％

出席率 ：76.2％

★ ニコニコ BOX 報告
濵： 濵年度、最終月の定例会となりました。米山奨学生の
韓さん、信州友愛ロータリークラブの堀内さんようこそ。
三原：
笠原：
下里：
小穴：

濵年度も、あと 2 回となりました。もう少し頑張ります。
来年度もよろしくお願いします。
ゲストをお迎えして
濵年度も いよいよ大詰め。次回納会には
多くの皆様の参加をお願いします。
場々： 濵年度も あと２回ですね。
中村： 今年度最後の例会です。会長・幹事はじめ
皆様ご苦労様でした。
石田： いよいよ濵年度も最終月ですね。
高木： もう 6 月早いですね。暑さに負けないように
頑張りましょう。
小野： 暑くなりました。身体が慣れないので大変です。
藤森（康）： 濵年度もあとわずかなんですね。
一年お疲れ様でした。
丸山（慶）： 濵年度最後の例会です。濵会長・三原幹事
一年間お疲れさまでした。
赤羽： 濵会長もう一息ですね。1 年間お疲れ様でした。
ゴルフ同好会： 5 月 15 日ゴルフコンペ ニアピン
皆へたくそで乗らなかったので

◇一年を振り返って各委員長より挨拶
・クラブ奉仕委員会 【藤森康友委員長】
① ロータリーの価値と
自身の在り方は見直せ
たのか？
「ロ ー タ リ ー の 価値と
は？」・・・自分のことで精
いっぱいだった。
② 創り出したい会員相互の親交関係は出来たのか？
「ロータリーの友情とは？」
・・・自分自身が上滑りな状況だった。
③ 各会員の立ち位置を尊重し、繋がりを大切にすることは出
来たか？
「会員相互が繋がるとは？」
・・・例会参加も形式的な流れで終わっていた。
④ 例会に集まる、何らかの形ででも参加できる環境は出来
たのか？
「クラブ例会の魅力とは？」
・・・自分自身が笑顔と声かけの意識が欠けていた。
⑤ ロータリーの、クラブの情報を共有し、身近なものに出来
たか？
「ロータリーを身近な存在として」
・・・多忙を極める日常に紛れ、例会場出たら無意識の領域に。

一年終わってみれば螺旋階段を昇ったのか降りたのか留
まったのかも分からない今です。
コロナ禍で滞っていた親睦例会が、隙間を縫って、納涼と創
立こそは中止となりましたが、

〔計 14 件 25,000 円〕
今年度のニコニコ BOX 計 348,800 円
【髙木委員長】

初夜間、クリスマス家族例会、新年会、観桜会、そして納会と
出来たことには感謝しています。
参加者欠席者様々な立ち位置違わず、これからも友情が続
くあづみ野ＲＣであることを願って止みません。
今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。
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・親睦活動委員会
・職業奉仕委員会

【赤羽隆委員長】
コロナ感染の第６波もようやく
下降傾向がみられるようにな
って来ました。しかしながら

【小穴実委員長】

職業奉仕と共にロータリーの金看板である親睦活動で
すが、濵年度も未だにコロナ禍に振り回されています。
親睦委員会では、計画によりますと 初夜間例会、納涼家
族例会、三クラブ合同交流会、クリスマス家族例会、新年会、

安曇野市の感染状況は県下
でも芳しくありません。

創立夜間例会、松本地区 4 クラブ合同夜間例会、観桜会、
納会と担当することになっていましたが、コロナ感染症蔓延

本年度も従来のようなロータ
リー活動、職業奉仕を行うこと
は非常に困難であり、当初予定していた計画を達成するこ
とができませんでした。

に伴い 納涼家族例会、三クラブ合同交流会、創立夜間例
会、松本地区 4 クラブ合同夜間例会が中止となり、なんとも
さみしい年となりました。
ようやくコロナ感染症の評価が変わり、十分な感染対策

以前はおこなわれていた職場例会やゲストスピーチ、会員
卓話、出前講座なども実施することができませんでした。ま

をもって親睦会の開催も比較的容易になりましたので、来
期は、通常のロータリー活動に戻れるのではないかと期待

ことに申し訳ございません。
一日も早く日常生活を取り戻し、あづみ野ロータリークラブ

しております。

が輝きを取り戻すことを願っています。

・SAA 委員会
【場々洋介委員長】
本年度 SSA として 例会での 会場監督を しました。

・社会奉仕委員会

【小野仕須宏委員長】
ロータリーは団体で大きな奉
仕事業をするのが目的ではな
く、個人ロータリアンを奉仕と
いう点で訓練することを目的
としている、と言われておりま
す。社会奉仕委員会は、濵会
長の第一の方針であります、
繋がりの強化にありますように、コロナ禍で地域社会が必
要としている奉仕とは何かを探求し、解決の助けになれるよ
う尽力する計画でしたが 結果が得られませんでした。

一年間の皆さんのご協力に感謝します。
例会は随分 コロナの影響で 少なくなりましたが皆さんと
直接 顔を見て 例会が進むことの重要性を感じています。
計画の中に ZOOM などを利用した 例会は出来ませんで
したが これからは当クラブも研究すべきだと思っています。
・長期計画委員会
【丸山慶四郎委員長】
濵年度前半はコロナが落ち着いた時期で活動ができま
したが、後半はオミクロン株の影響で色々な活動が中止を
余儀なくされた年度でした。長期計画委員会としてあまり成
果はありませんでしたが、次期カバナー補佐の選出が行わ
れ、場々洋介会員に決定され協力体制が確認されました。
まだコロナ禍であり例会は月 2 回が妥当と感じております。
また濱会長のお尽力で事務局体制が整ったことは円滑な

・青少年奉仕委員会

【中村忠委員長】
南安曇農業高校インター
アクトにつきましては、コロ

会運営にとって本当に良かったことと思います。会全体の体
制を考える上で長期計画委員会の次年度の活動を期待し
ております。

ナ禍でほとんどの計画が中
止され何も活動のできない
1 年となってしまいました。
米山奨学生（カン・イヒョウ
さん）につきましては、
10 月 12 日松本城ロータリークラブ訪問、10 月 22 日飯
田南ロータリークラブ訪問と、両クラブ合わせて予定通り訪
問できました。
カンさんの自己紹介始め、現在の研究内容等、とても充実
した学生生活を送っているように感じられました。
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☆米山奨学生カンさんへ奨学金贈呈

信州友愛ロータリークラブ
堀内 寛吾 様
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