No．1603（第 3 回） 2021 年 8 月 4 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 〔 新クラブ結成推進 〕
★ 配布 ・幹事報告 3 号
・R の友 8 月号
・G 月信最終号，8 月号
★ ロータリーソング ・君が代･奉仕の理想
★ ゲストのご紹介
南安曇農業高校教頭先生
〃
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ顧問
米山奨学生

垂澤和憲様
小池晃様
カン イヒョウ様

★ 会長挨拶

【濵会長】
濵年度に入り、早 8 月の例会です。
本日は、ゲストに南安曇農業高校新
任教頭先生の垂澤和憲様、同じく南
安曇農業高校 IAC 顧問小池 晃様、
そして米山奨学生の韓 亦氷（カン
イヒョウ）様をお迎えして開催できます事、
大変うれしく思います。心から歓迎致します。
６５歳以上の高齢者に対する、新型コロナウイルスのワク
チン接種も 2 回目実施済パーセンテージは７５パーセント
を超えているとの報道ですが、６４歳以下の接種率は未だ
大分低く、デルタ株の感染者数が物凄い勢いで増加して
行く連日の報道を見聞きするにつけ、今後の方向性は全く
解らない状況にあり、特に小さい子供から４０・5０代の働き
盛り世代の感染者数及び重症化率がとても心配です。今朝
の新聞報道によれば、4 月 1 日から 7 月 27 日までの陽性
感染者２３６１人中、ワクチン接種を一回以上実施済にも拘
らず感染した人は 42 人も居り、更に 2 回接種済で 14 日間
の経過後の感染者も 6 人居り、６５歳以上と６４歳以下は 21
人ずつ分かれていたとのことでした。益々、今後の日常生
活をどのように送ればよいのでしょう。ロータリークラブの年
間計画然りです。
さて、少し 7 月 7 日の初例会以降のロータリー活動に目を
向けてみますが、去る 7 月 25 日は私と三原幹事、そして事
務局三澤さんの 3 人が ZOOM 会議の地区補助金セミナー
に参加しました。三沢さんにはその内容を把握してもらった
と思いますので大変心強いです。又7月26日当クラブの親
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クラブであります、松本南ロータリークラブを、三原幹事と一
緒に訪問する機会を頂きました。
初めての経験ではありましたが、伺ってみますと会員数は
51 名と減っているとお聞きしても、大変大勢の会員がいて
会場の丸テーブル7ケ所に6人ずつが満タン着席していま
すと、賑やかで華やかな感じがしました。あづみ野ロータリ
ークラブのほかに、松本ロータリークラブ、大町ロータリーク
ラブ、松本西南ロータリークラブの会長・幹事がゲストとして
紹介されました。
最後にインターアクト委員長より、インターアクト地区大会の
報告があり、中で、当クラブの南安曇農業高校インターアク
トクラブ支援報告もされましたが、その中で顧問の小池先
生が、信州友愛ロータリークラブに入会され活動されてお
られるとの紹介もあり今後もリモート会議やウエッブサイト上
のやりとりで、何かとお世話になるやに思います。後ほどそ
の辺の所もお話しいただければと思います。教頭先生に置
かれましてもよろしくご挨拶をお願い致します。
締めといたしますが、いよいよ次回例会は 8 月 18 日、ガ
バナー補佐事前訪問日です、又日程上の事情により、親ク
ラブの会長・幹事の訪問も同日です。
9 月 1 日のガバナー訪問まで、前半の大切な例会が続きま
すが、会員の皆さん協力の程宜しくお願い致します。
★ 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（7 月 7 日修正出席率）
出席者：13 名
欠席者 ：7 名
欠席者：7 名
ﾒ-ｷｬｯﾌﾟ：4 名
出席率：65％
出席率 ：85.71％

★ ニコニコ BOX 報告 【髙木委員長】
飯田：ゲストの皆様ようこそ
石田：暑いですね。体調に気を付けましょう。
小穴：暑いですね。ゲストの皆様
ようこそ あづみ野 RC 例会へ
小野：猛暑続きで体調管理に気を付けています。
笠原：猛暑の中ゲストの皆さんご苦労さまです。
下里,場々：ゲストの皆様をお迎えして！
髙木：県に熱中症ｱﾗｰﾄ発生
コロナも元気 私くし元気無し
教頭先生・小池先生ご苦労様です
中村：垂澤教頭先生・IAC 顧問小池先生・カンさんを
お迎えして。
濵：南安曇農業学校 垂澤教頭先生・IAC 顧問小池
先生・米山奨学生韓さん ようこそ
猛暑が続きます。体に充分気を付けましょう。
丸山（慶）
： 南安農業高校新任教頭先生・IAC 顧問
小池先生をお迎えして。
宜しくお願い申し上げます。
三原：垂澤教頭先生・小池先生・韓さんようこそ
IAC 顧問小池先生：久々の例会です。
お世話になります。
〔22,000 円〕
今年度ニコニコＢＯＸ計 78,000 円

的な教育活動が制限され、
国際交流はもちろんですが、
国内・県内の行き来についても感染症の警戒レベルを
見ながらであったりします。本校の教育活動の柱でも
ある、企業での実習や地域交流も思うようには実施で
きずにいます。今までの常識や当たり前であったもの
が、
ある時から常識や当たり前ではなくなる時代です。
来年度より高等学校で始まる新学習指導要領では、検
討や作成の過程から「将来の変化を予測することが困
難な時代を生き抜く力を持った人材の育成」を掲げて
いましたが、このようなコロナ禍による急激な変化は
想定してはいなかったと思います。
再び今回あづみ野の地域に関われることになり、
様々な変化に対応できる地域人材となる高校生の育成
とともにあづみ野地域の発展のため尽力していきたい
と思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
・南安曇農業高等学校 IAC 顧問ご挨拶 【小池晃様】
日頃より大変お世話になっており
ます、南安曇農業高等学校インタ
ーアクトクラブ顧問の小池晃です。
本日はあづみ野 RC 例会にお招き
頂きありがとうございました。私
個人ですが、３年前より信州友愛 RC
の立ち上げ準備をし、昨年１１月に国際ロータリーに
加盟認証されました。チャーターメンバーとして２３
名で出発したクラブも、現在２８名の会員を数え、今
後も数名入会すると聞いております。長野県初のＥク
ラブとして発足しましたが、例会がオンラインという
ことで、愛知Ｅクラブの例会システムを導入し、１月
より毎週例会を重ねており、先週初めてオンライン例
会を開催することができました。コロナ禍におけるＲ
Ｃ活動の制限は、
どのクラブも苦慮されておりますが、
時間軸を超えた活動を行っております。また、本クラ
ブは中信第 2 グループに所属させて頂き、現在協力ク
ラブとして、松本西南・蓼科・長野南ＲＣを協力クラ
ブとして提携させていただき、地域奉仕活動を一緒に
行わせて頂いております。 私事ですが、
桑澤年度は、
地区インターアクト委員を拝命し、またクラブでは会
長エレクトとして指名を受けまして、今年度活動して
まいります。今後とも、あづみ野ＲＣ様にもご指導を
よろしくお願いいたします。
さて、本業の南安曇農業高等学校インターアクトク
ラブですが、現在クラブ員４名と大変少ない生徒で活
動しておりますが、子ども食堂の運営を主体としたリ
アル活動と、今年度から松本ユネスコ協会との連携に
より、書き損じはがきの収集も活動に入ります。こち
らもぜひあづみ野クラブ会員の皆様と協力して、進め
てまいりたいと思います。

［髙木委員長からニコニコ BOX 報告］

★ 本日のプログラム
・南安曇農業高等学校教頭先生ご挨拶 【垂澤和憲様】
本年度より南安曇農業高等学校
に赴任しました、教頭の垂澤和憲
と申します。
あづみ野ロータリークラブの皆
様には、日頃より本校の教育活動
にならびにインターアクトクラブ
の活動にご理解とご支援を賜りまして誠にありがとう
ございます。
私は南安曇農業高校が初任校で 11 年お世話になり
ました。その頃は、国際交流が非常に活発で、南農生
が中国やニュージーランド、アメリカ合衆国など様々
な国に出向き、自分の目と体で学習を深めていた記憶
があります。今の状況を思えば、海外に出たいと思え
ば行くことができるとても恵まれた環境にあったのだ
と思います。この時にもロータリークラブの皆様にご
支援いただいたことをおぼえております。
昨年からの新型コロナウイルスの影響により、対外
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また、今年度長野県初の試みとして、本校３年の就職
希望者に向けての「模擬面接会」の実施についてご協
力をいただくことになりました。9 月 12 日の日曜日に
実施予定ですが、
この活動は福井 RC を始め全国ではい
くつか行われているとお聞きしております。ロータリ
ーの青少年奉仕活動として、お忙しい中大変申し訳ご
ざいませんが、ご協力をよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、インターアクトクラブの会
長・幹事に就任した生徒には、会長・幹事のインター
アクトクラブバッジを購入頂き、例会での就任式を行
っていただけると、インターアクトクラブが訪問しや
すいと思います。ご一考くださいますようお願い申し
上げます。長くなりましたが、今後ともインターアク
トクラブの活動にご協力をよろしくお願いいたします。

★雑誌評論 【笠原会員】

［ロータリーの友 8 月号より記事を抜粋
してお話していただきました。
］
『ロータリーの友』2021 年 8 月号の見どころは、
◯表紙「石橋をたたいて渡る」
◯特集 会員増強・新クラブ結成推進月間
「多様な仲間を増やす ロータリー衛星クラブ」

★ロータリー財団より丸山(慶)会員・二木会員にポー
ル・ハリス・フェローの認証状・記念襟ピンが授与さ
れました。

◯「日本のロータリー100 周年を祝う会」
◯【新企画】すずちゃんの Just say cheese ! ②
テーマ：露出とレンズ
◯【新企画】連載コミック「ガイ散策 ②」
◯「NEW GENERATION」
米山奨学生・グエン・ティ・ビック・チンさん
ローターアクター・豊澤大夢さん

［ご協力頂きありがとうございました。
］

◯「SPEECH」
「渋沢栄一の精神を受け継ぐ」

☆米山奨学生カンさんへ奨学金贈呈

◯「この人訪ねて」小児科医・金子淳子さん（宇部西ＲＣ）
など

［濵会長より奨学金が贈呈されました］
☆南安曇農業高等学校垂澤和憲教頭先生が
新任御挨拶で来訪頂きました。

［場々SAA 委員長
プログラム委員長代理小穴会員］

垂澤和憲教頭先生(右)
IAC 顧問小池晃先生(左)
（生物工学科動物バイオテクノロジーコース任）
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［ 濵会長

下里会員
飯田会員
髙木会員

三原幹事 ］

ご馳走様
でした。

［ 石田会員

中村会員 ］

ガバナー月信 8 月号
・2021-2022 年度のクラブ会長・幹事
さんが紹介されています。
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