No．1606（第 7 回） 2021 年 11 月 10 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 〔 ロータリー財団 〕
RI2600 地区危機管理規定について、ロータリー未来形
成（SRF＝Shaping Rotary‘ｓ future）についての
現況報告、ロータリーの組織変化への対応について説
明がされました。
10 月 27 日は、小穴親睦委員長中心に、年度計画に挙
げているクリスマス家族例会について会議を開催いて
いただきました。
本日の理事会にて詳細を決めて頂きます。又、
「100 周
年ビジョンレポート 2020」については、感想、意見、
提言等を求められております。
終わりにいたしますが、皆さんにもメール配信致し
ました、
穂高柏原にお住いの浅川 隆様が 68 歳の若さ
で去る 11 月 2 日に永眠されました。
過去にあづみ野ロ
ータリークラブとのお付き合いも大分深くあったと私
も認識しておりますが、
地区大会や 30 周年記念事業の
折など企画運営に携わっていただいていた記憶があり
ます。私個人的にも 40 年来のお付き合いで 11 月 6 日
の葬儀に行って来ました。会員の皆様に相談して「あ
づみ野ロータリークラブ会員一同」の弔電を打たせて
頂きました。新型コロナウイルス感染者数も大分減少
して、元通りの日常が一日も早く戻ってくれたら本当
に嬉しく思います。

★ 配布 ・幹事報告 7 号 ・第 5 回理事会報告
・R の友 11 月号・G 月信 11 月号
・親睦活動委員会報告
・IM 会員セミナー送迎案内(IM セミナー参加者)
・
「信州まつもと空港冬期利用促進」案内チラシ
★ロータリーソング ・君が代･奉仕の理想
★ ゲストのご紹介
松本南ロータリークラブ
〃
米山奨学生

会長山口尚徳様
幹事鰐川正夫様
カン イヒョウ様

★ 会長挨拶

【濵会長】
早いもので今日はもう 11
月 10 日、
いろんなことがあり
その代わりいろんなことがや
りたくてもできなかった濵年
度の上期も残すところ 50 日
余りとなりました。
去る 8 月 18 日のガバナー補
佐・ガバナー補佐幹事訪問日に併せてお招きする予定
でした親クラブの松本南ロータリークラブ会長山口尚
徳様、幹事鰐川正夫様、そして米山奨学生韓 亦氷様
をお迎えして本日の例会が開催できます事、大変うれ
しく思います。後程山口会長にはご挨拶を頂戴したい
と存じますので宜しくお願いします。
さて、10 月 4 日例会以降今日までの経過について若
干説明をしておきたいと思います。10 月 11 日に事務
所において、私，三原幹事、事務局三澤の 3 名で今後
の対応について話し合いを致しました。
少ない例会開催のため、
打ち合わせは必要不可欠です。
10 月 17 日は桑沢年度臨時会長・幹事会が WEB 会議で
開催されました。
議題は、2020~2021 年度地区資金及び特別会計報告、
同会計監査報告・承認、RI2600 地区災害対策特別基金
規定の制定について、発議・承認。検討事項として、

★ 幹事報告

【三原幹事】

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（8 月 4 日修正出席率）
出席者：12 名
欠席者 ：7 名
欠席者：8 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：5 名
出席率：60％
出席率 ：90.47％
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★ ニコニコ BOX 報告 【髙木委員長】
濵： 松本南ロータリークラブ会長山口尚徳様
〃
幹事鰐川正夫様
米山奨学生
韓 亦氷さん ようこそ
三原・小野：松本南 RC 山口会長・鰐川幹事様
ようこそおいで下さいました。
よろしくお願いいたします。
赤羽・下里・井口・髙木：ゲストの皆さんをお迎えして
石田・小穴：松本南ロータリークラブ山口尚徳会長・
中村・場々 鰐川正夫幹事様をお迎えして。
藤森(康)： 三角島の植樹祭では、孫娘共々お世話に
なりました。
親クラブからのご訪問を歓迎して！
丸山(慶)：松本南ロータリークラブ会長山口様・
幹事鰐川様ご出席頂きご苦労様です。
松本南ロータリークラブ様、お心遣い頂きありがと
うございました。
（ニコニコBOXへ入れさて頂きました。
）
〔13 件 32,400 円〕
今年度ニコニコＢＯＸ計 142,400 円

大きなコロナ禍のため 8 月、9 月と休会を余儀なくされ
ました。理事会はズームで何とか実施出来るような体制
を整え休会中に三回行いましたが、いざ例会となるとい
ろいろな問題がありリモートでの例会は実施に至りま
せんでした。幸いにもここに来て、コロナが一段落した
おかげで対面での例会を 10 月 4 日から再会し以後通常
の予定とおりに開催されております。2 ヶ月の休会の後
会員の皆様が言っていたことが今でも思い出されます。
やはりロータリーの例会は対面でなければだめだ、対面
でなくてはやる意味がないとまでおっしゃる会員もい
ました。あづみ野ロータリーの皆様はいかがお考えでし
ょうか？
さて、話は変わりますが貴クラブにおかれましては、常
に奉仕活動に邁進され、ロータリーの精神のもと地域振
興に貢献をされております。私共が提唱しております松
本ローターアクトには、活動資金のご支援を長年賜わっ
ております。また、今年 4 月、南クラブの創立 60 周年
記念式典の折には、皆様をコロナ化のためお招きするこ
とはできませんでしたが丁重なる祝電を頂戴しました。
この場をお借りし御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。
結びになりますが、あづみ野ロータリークラブ様の今
後のますますのご繫栄をお祈りしますと共に、両クラブ
の友好が末長く続きますことを祈念申し上げ、甚だ簡単
ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。
本日はありがとうございました。

☆米山奨学生カンさんへ奨学金贈呈
［髙木委員長からニコニコ BOX 報告］

★ 本日のプログラム
・親クラブ来訪
親クラブ会長ご挨拶

【山口尚徳会長】
皆様、こんにちは。
私は本年度、松本南ロー
タリークラブの会長を務め
ております山口と申します。
こちらは幹事の鰐川です。
鰐川君の職業分類はメガネ
販売業、私は石材業です。
何卒宜しくお願い致します。
本日はあづみ野ロータリークラブ様にお招きいただ
き、先程よりあたたかい歓迎を受けたいへん感謝してお
ります。また 7 月 26 日には、濵会長、三原幹事様に私
共をご訪問いただき、ご挨拶をいただきました。
ありがとうございました。
さて、あづみ野ロータリークラブ様と私共のお付き合
いは、
貴クラブが創立された1986 年にさかのぼります。
以来、言うまでもなく両クラブの友好は途切れることな
く続いております。さて本年度は当クラブも今迄にない
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［濵会長より奨学金が贈呈されました］

【小穴会員にロータリー日本財団からポールハリス
フェロー認証レベル 7 の襟ピンが贈呈されました。】

【濵会長より点鍾】

【月初め例会・乾杯

【ロータリーソング斉唱・君が代･奉仕の理想】

】

【松本南 RC 会長山口尚徳様・幹事鰐川正夫様】
来訪頂きありがとうございます。

ご馳走様
でした。

【場々R の森・環境委員長から
三角島植樹祭参加御礼の挨拶】

『ロータリーの友』
2021 年 11 月号 見どころ
横組み特集
・ロータリー財団月間にちなみ
ポリオ根絶活動を特集しています
インドで出会った笑顔の子どもたち」
と題して、4 人の方にインドでのワク
チン投与活動についてお伺いしています
それぞれの方がインドに行くまでの経緯、現地で体験したこと、イ
ンドの面白話が掲載されています
・国際ロータリー指定記事の一つで、2022 年ヒューストン国際大会
を前に、グローバル都市ヒューストンを紹介する記事が掲載されて
います。
「THE SKY'S THE LIMIT」無限に広がる可能性
縦組み巻頭は
・
「デジタル技術って？光通信が支えるテレワーク」東京工業大学栄
誉教授 末松安晴氏講演記録 など。
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【 三角島の植樹祭 11 月 3 日(水) 】
三角島は万水川と蓼川と欠川に囲まれた緑あふれる場所です。
昔は多くの子供たちの遊び場で魚取や水泳などして遊んだ場所でした
三角島にハンノキ 20 本の植樹を行いました。
【参加者】
3 プロジェクトスタッフ８名〔内あづみ野ロータリークラブ：場々・小野
三原・中村・藤森(康)・事務局（6 名）
〕
、一般２名
計 10 名
ハンノキ（榛の木） カバノキ科ハンノキ属の落葉高木
【特徴】 北海道から九州北部までの広い範囲に分布し、湿原のような過湿地において
森林を形成する数少ない樹木。湿地に強く、自生地では数株が林立して林を形成する
ことが多く、水に埋もれても育つため、水田の脇に並木状に植えて稲掛け（はざ架け）の
梁に使ったことから「ハリノキ（梁の木）」と呼ばれ、それが転化してハンノキとなった。
栄養の乏しい場所でも丈夫に育つため、荒地に植えて土地を回復するのに使われる程で、
川原の護岸用や砂防を目的に植えられる。
ハンノキの苗

【三原会員】

植樹の手順をご指導して頂きました。

【小野会員】

【場々会員・小野会員】

【集合写真】

【中村会員】

【藤森(康)会員とお孫さん】

20 本の植樹を行いました。

ご参加ありがとうございました。
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