No．1608（第 9 回） 2021 年 12 月 8 日(水)
例会：毎週水曜日 12：45～
TEL：0263(73)2901

点鐘：12 時 45 分

於：勇屋会館

例会場：勇屋会館
事務所：安曇野市豊科 4312-6 奥村ビル２Ｆ
FAX：0263(72)3181
E-mail ：azumirc@poppy.ocn.ne.jp
会長 濵 昭次
幹事 三原 雅

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 〔 疾病予防と治療 〕

★ 配布 ・幹事報告 9 号 ・第 6 回理事会報告
・R の友 12 月号 ・G 月信 12 月号
・IM 会員セミナーパンフレット
・2020-2021 年度年次報告書
・ベスト(ロータリーロゴ入)
・３委員会合同会議（指名・親睦活動・長期計画）報告
★ロータリーソング ・君が代･奉仕の理想
★ ゲストのご紹介
米山奨学生

カン イヒョウ様

★ 会長挨拶

【濵会長】
師走に入り、又しても新
型コロナウイルスの変異
株オミクロン株の猛威が
世界中を駆け巡っており
ます。一ヶ月前にはそん
な呼び名すら聞いたこと
も無かったし、むしろ日
本国内ではデルタ株等の
感染者が諸々の対策や国民
全体のワクチン接種率のアップや予防対策を励行する
国民性か劇的に減少しており、本来の日常に戻りつつ
あるのか？と言う感じすらしていた矢先であります。
日本国内に拡散しないことを願うばかりです。
今月は、18 日にクリスマス家族例会を開催致しますが、
又しても医療警戒指令が発せられなければ良いがと、
ついつい考えてしまいます。
11 月 20 日は会員セミナーIM 白馬に 8 名で参加致し
ました。初めて桑沢ガバナーの生の挨拶をお聞きしま
し た 。 今 回 の セ ミ ナ ー は SDG ｓ ＝ sustainable
development goals=持続可能な改革目標を基本にした、
白馬中学校生徒達の長年にわたる環境整備活動と、白
馬高校生による、地球温暖化等に代表される気候変動
に危機感を抱き、自然の恵みたる白馬の水に注目し、
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ペットボトルのゴミ減少につなげようとする活動報告
を聞きました。
そして最後に「SDGs の生い立ちから現状について」と
言うテーマで NPO 法人気候ネットワーク東京事務所所
長桃井貴子さんの講演を拝聴しました。
それから、当初の予定にはなかったのですが途中の
休憩時間に、急きょ宮尾ガバナー補佐からの要請で、
予てより懸案でありました、米山奨学生の件につきま
して、会長・幹事会が開かれました。
大町ロータリークラブさんが基本的にはホストクラブ
としてお受けするも、何分にも小クラブゆえに本日出
席しているクラブのサポートを是非ともお願いしたい
との事で、
我があづみ野ロータリークラブについては、
藤森康友会員のアプローチに関して大変感謝の意を頂
きました。
月ごとに会員全員と直接顔を合わせる機会が一回し
かありませんので、雑駁な報告になってしまいますが
悪しからずお願いします。
又、理事会（クラブ協議会）も有りますので宜しくお
願いします。
幹事報告

【三原幹事】

別紙参照
◇出席報告
会員総数 22 名
出席免除会員数 1 名
本日の出席率
前々回
（11 月 10 日修正出席率）
出席者：12 名
欠席者 ：8 名
欠席者：8 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：5 名
出席率：60％
出席率 ：85.71％

★ ニコニコ BOX 報告 【髙木委員長】
濵：今年も残す所、2 週間余り。又々オミクロンなる
新型コロナ出現です。健康に気を付けましょう。
三原：ベスト完成しました。有効に使いましょう。
石田：早いものでもう師走ですね。
小穴： 昨日、第 50 回ロータリー研究会に出席してき
ました。皆さんロータリーに熱心です。見習ら
はなければと思いました。
小野： クリスマス楽しみにしています。
カン イヒョウさん、ようこそ。
笠原：最近はハンデに恵まれて賞金稼いでいます。
下里：雨が雪にならなければいいですね。
髙木： カン イヒョウさん、ようこそ。
中村：今年もあと 1 ヶ月を切り何かと慌ただしくなっ
てきました。皆様お体に気を付けて下さい。
藤森(康)：この時期、忙しないのはイヤですね。
ゴルフは相性が合いません。
丸山（慶）
：本年の最後の例会です。
来年も宜しくお願い致します。
場々：カン イヒョウさんをお迎えして。

☆米山奨学生カンさんへ奨学金贈呈

［濵会長より奨学金が贈呈されました］
【点鍾・月初め乾杯：濵会長】

〔22,000 円〕
今年度ニコニコＢＯＸ計 164,400 円

［ロータリーソング斉唱］

［髙木委員長からニコニコ BOX 報告］

★ 本日のプログラム
・雑誌評論 【藤森(康)会員】
藤森(康)会員の 12 月号お勧
めの記事
ヨコ枠より
・疾病予防と治療月間

【場々SAA 委員長・小野プログラム委員長】

コロナ禍でも負けない

私の！「元気に過ごすコツ」
・産業カウンセラーが進める
「健康 経営」
・すずちゃんの Just stay cheese！夜景を撮る
・NEW GENERATION
・ガイ散歩
コラム ガイが考える奉仕

タテ枠より
・筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラ
・この人を訪ねて 村田裕之さん

を抜粋してお話していただきました。
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『ロータリーの友』
2021 年 12 月号の見どころは
◯ 表紙
「どんな犬にも最盛期がある」
◯ 特集
疾病予防と治療月間にちなみ、
「コロナ禍でも負けない
私の元気に過ごすコツ」

【奉仕活動の時に着用する
ベストが完成致しました。
】

・個人編は水泳、ボクシング、ゴルフ、バイク、アート、
料理、マラソン、巣ごもり生活など、ロータリアン
8 名のプライベートで活力あふれる姿を写真で紹介。
・企業編は会社のメンタルヘルスの取り組みを紹介
○『世界ポリオデー』
トレインジャックプロジェクト、東京・有楽町駅で
行われた当日の模様が紹介。などなど

〔前〕

〔後〕

『コロナ対策用足踏式手指消毒器寄贈』式典
日時：12 月 16 日(木)
10 時 00 分～ 会場： 特別養護老人ホーム 豊岳荘
参加者：安曇野福祉協会理事長宮澤学様・豊岳荘所長西村康正様
あづみ野ロータリークラブ 【濵・三原・場々・事務局】

【司会：三原幹事】

【濵会長より記念品贈呈と挨拶】

【安曇野福祉協会理事長宮澤様より謝辞】

【事務局長西村様・理事長宮澤様】

【記念撮影】

【記念撮影】
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★ 社会福祉法人安曇野福祉協
会様に足踏式手指消毒器を 5 台
寄贈いたしました。

