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■ 点　鐘 12：30

君が代・奉仕の理想・四つのテスト　　　藤澤健二ソングリーダー■ ソング  

平澤理会長

・RI第2600地区ガバナー　上沢広光 様
・上伊那グループガバナー補佐　山口健雄 様
・須坂五岳RC クラブ奉仕委員長　竹内智義 様

■ 会長談話
　10月22日「未来へつなぐ森林（もり）づくり」ロータリー財団地区補助金事業
では、アルプスい～なちゃんソフトボールクラブの小学生・伊那西高校インター
アクトクラブの生徒・会員合わせて約70名の参加を得、終えることができまし
た。また同時開催したポリオデー。池田次期上伊那グループガバナー補佐の「ポ
リオ撲滅」のための卓話ありがとうございました。その甲斐あり多くの方に募金

■ ゲスト・ビジター紹介

して頂き、49,500円集まりました。ご報告致します。
　そして、10月30日の「伊那市子どもの未来応援隊」として、伊那市社会福祉協議会が主催している
「伊那市カレー大作戦」への参加。宮下委員長はじめ奉仕プロジェクトの皆様ご苦労様でした。
　さて、11月は霜月。秋の気配が残る中、ひと雨ごとに冷気が深まり、冬の兆しも感じられるように
なって参りました。
　今日は日本特有の言葉についてお話ししたいと思います。「いただきます」「もったいない」「お陰
様」という言葉があります。日本ならではの言葉だそうです。外国の人にこの言葉の意味を説明しよう
としても、該当する単語が無いため、言葉に宿る思いや精神をなかなか伝えられないそうです。いわ
ば、日本の文化、日本人の精神を代表する言葉なのです。
　では、私たちは、これらの言葉に宿る心をどこで身につけたのでしょうか。それは、日常の暮らしの
中で、家族や人々と関わり合うことを通し、世代から世代へ大切に受け継いできたものだと思います。
まだまだ沢山の日本特有の言葉はあると思います。この様なことから、家族間の会話や奉仕活動を通し
て、子供たちとのふれあいを大切にして、日本の文化や精神を次世代に伝えていく事が我々の役割では
ないかと思った次第です。



■ ニコニコボックス

◆上沢広光様
◆平澤理

◆杉本德治

◆田中真人

◆田中洋
◆井上修

本日はありがとうございました。これからも行事があります。よろしくお願いします。
ガバナー 上沢様・ガバナー補佐 山口様・須坂五岳 RC 竹内様、ご来訪歓迎致します。
上沢ガバナーには本日の講話よろしくお願い致します。
上沢ガバナー・山口ガバナー補佐・竹内クラブ奉仕委員長、皆様遠い所からお越しいただ
きありがとうございます。公式訪問歓迎致します。上沢ガバナーには講話をお願いしてお
ります。よろしくお願い致します。
上沢ガバナー・山口ガバナー補佐・竹内様、本日はお越しいただきありがとうございます。
上沢ガバナーには講話の方よろしくお願いします。
先ほど 11月の誕生祝いをしていただきましてありがとうございました。
上沢ガバナーのご訪問、歓迎いたします。その節は大変お世話になりました。
青少年奉仕委員長の井上でございます。上沢ガバナー様年度は、殊更、青少年にご理解
を賜る方針を立てて頂き活動が実にやり易くなっております。来来週には伊那西インターア
クトの生徒と留学生（スリランカ、パプアニューギニア等）の交流会、また明年 2 月には
伊勢神宮研修などを企画させて頂きました。ご配慮に背かぬよう、生徒たちの経験値を
増やして参ります。

　10月22日「未来へつなぐ森林（もり）づくり」ロータリー財団地区補助金事業
では、アルプスい～なちゃんソフトボールクラブの小学生・伊那西高校インター
アクトクラブの生徒・会員合わせて約70名の参加を得、終えることができまし
た。また同時開催したポリオデー。池田次期上伊那グループガバナー補佐の「ポ
リオ撲滅」のための卓話ありがとうございました。その甲斐あり多くの方に募金

・杉本德治会員　・田中真人会員
・伊澤和男会員　・唐澤千明会員

■ 慶　祝

して頂き、49,500円集まりました。ご報告致します。
　そして、10月30日の「伊那市子どもの未来応援隊」として、伊那市社会福祉協議会が主催している
「伊那市カレー大作戦」への参加。宮下委員長はじめ奉仕プロジェクトの皆様ご苦労様でした。
　さて、11月は霜月。秋の気配が残る中、ひと雨ごとに冷気が深まり、冬の兆しも感じられるように
なって参りました。
　今日は日本特有の言葉についてお話ししたいと思います。「いただきます」「もったいない」「お陰
様」という言葉があります。日本ならではの言葉だそうです。外国の人にこの言葉の意味を説明しよう
としても、該当する単語が無いため、言葉に宿る思いや精神をなかなか伝えられないそうです。いわ
ば、日本の文化、日本人の精神を代表する言葉なのです。
　では、私たちは、これらの言葉に宿る心をどこで身につけたのでしょうか。それは、日常の暮らしの
中で、家族や人々と関わり合うことを通し、世代から世代へ大切に受け継いできたものだと思います。
まだまだ沢山の日本特有の言葉はあると思います。この様なことから、家族間の会話や奉仕活動を通し
て、子供たちとのふれあいを大切にして、日本の文化や精神を次世代に伝えていく事が我々の役割では
ないかと思った次第です。

11月誕生祝い

杉本德治幹事　　　幹事報告は別紙をご覧ください。■ 幹事報告



１．年末家族会について
２．11月の行事予定とメイクアップ扱いについて
３．その他

会員数47名　  出席免除会員5名 　 長欠会員1名  　本日出席者27名　　
事前メイク1名 　 出席率68.29％ 　 前回出席率 修正なし

■ 出席報告

■ 理事会報告　　　杉本德治幹事

・10月30日（日）伊那市カレー大作戦の報告　　　宮下健奉仕プロジェクト委員長
　当クラブでは 7 名の方に参加して頂きました。開
始 30 分前から海老屋料理店さんの待合を含め、店外
にも長蛇の列が出来ていた為、あらかじめ希望する
食数をこちらで把握した所、既に 100 食分に達しよ
うとしていた為、15 分前倒しにて配食させて頂きま

した。
　30 分足らずで完売と成り、回数を重ねる度に認知度が増していると感じ
ています。折角来店して頂いたお客様も最後はお断りせざるを得ない状況
でした。誠に申し訳ございませんでした。

■ 委員会報告　



・上伊那グループガバナー補佐 山口健雄様より、上沢広光ガバナーのご紹介をいただきました。
　こんにちは。箕輪ロータリークラブの山口です。前回訪問では大変お世話になりま
した。
　早速ですが、上沢ガバナーの紹介をさせていただきます。所属クラブは須坂五岳ロー
タリークラブです。職業についてはこの後ガバナーから直接話があると思いますので
省略させて頂きます。昭和 35 年生まれ 62 歳になります。ロータリー歴については

2000 年に入会。2008-9 年度　9-10 年度に２年連続して幹事を務められました。2012-13 年度クラブ会長
を務められ、2018-19 年度北信第一グループガバナー補佐を務められました。
　プロフィールを 1 件紹介します。ガバナー本人はお酒を飲まれません。タバコも吸いません。しかし宴会
の席が好きだそうです。お酒の場には、飲めませんが必ず出席されるようです。以上です。

■ ガバナー紹介

・RI第2600地区ガバナー 上沢広光様より、ご講話をいただきました。
　皆様こんにちは。ガバナーの上沢です。伊那中央は知っている方が多いです。この
クラブからディスカッションリーダーを卒業された方が多くいます。非常に親密感を
感じます。自分がガバナー補佐をしたときはとても苦労しました。研修もままならな
い中、田中洋さんと二人で苦労したいい思い出があります。
　さて、ガバナーに就任した私のバックには戦略委員会というメンバーがついてくれ

ます。過去ガバナーを経験した方、これからの方が委員会メンバーです。就任直後、「特にやりたいことが
ないけど、どうしましょうか。」と考えましたが、2億円のお金がこの地区にはあるので、青少年活動支援
に使いたいと考えました。今まではそのお金の利息を使いながら青少年支援をしてきましたが、元金を使え
ないか試行錯誤してきました。去年の会長の皆さんに6月の末にこのお金を使っていいかと決を採りまし
た。その際「ぜひ使いましょう」と賛成していただいて使えることになりました。ありがとうございました。
　実際に今年はどうするのか。500万円の補助金を各クラブに使ってもらおうとしました。9月末までに最
大20万円・事業費の80%までで申請していただければ使うことができます。50クラブが申請すると1000万
円を超えてくるので500万円の予備費を用意しました。実際には30クラブを超えるクラブに申請いただきま
した。もう一つ、申請があれば青少年のため、クラブ活性化の為になるものであれば使えるようにしました
ので、ぜひご活用ください。
　先ほどポリオデーの話もさせて頂きました。先日多くの募金をいただいて大規模に実施していただいたと
報告をいただきました。ありがとうございました。
　私がロータリー活動で好きな分野は実は職業奉仕です。忘れられた奉仕活動などと言われていますが、私
は一番好きです。自分の職業・事業を全うし、自分に返ってくるようにするところが特に惹かれます。6月
末まででいいので、各クラブで職業奉仕に関わるセミナーをしてもらいたい。50名ほどのメンバーがいる
と聞いていますので例会は30~40名のメンバーが参加すると思います。ぜひ夜間例会でディスカッションを
行ってもらいたい。ディスカッションを10名1グループ程度で司会者を用いて一人ずつ自分の職業の話をし
てもらいたい。お互いに話を聞いて参考にして発展させてほしいと思います。参考までに私が実践してみた
いと思います。
　上沢広光です。職業分類はビル経営です。不動産を中心にした事業です。建売販売・中古住宅のリノベー
ションをするなどの活動をしております。一番力を入れている事業は賃貸経営です。その中で職業奉仕にあ
たる部分は今建築資材が余っているものがある。どんなものかというと今ほとんどの方が和室をつくりませ
ん。天井板も使うところがありません。様々な段階で段ボールに入ったまま残っています。それを何かに使
えないかとワンルームの部屋にデザインで活用したり、床板の部屋でも和風の木のイメージの天井に活用し
たりしています。ワンルームの広さですが6畳から9畳程度ですが少し広い12畳の部屋を作っています。ま
たいいホテルにはベッド周りにカウンターがあり便利になっています。私どもの部屋も作り付けでそういっ
たものを用意します。大きな鏡も準備しています。そのような机代わりのカウンターを準備しています。お
風呂も一般的にはアパート用の狭いお風呂ですが、一人住まいであっても大きなお風呂を用意しています。

■ ガバナー講話

そんなことが職業奉仕にあたるのではと思い奉仕させていただいております。これが結構人気です。福祉の
仕事もしています。障碍者のグループホームを作り事業者に貸し出しています。そのような事業をしていま
す。
　会長・幹事さんにも日々行っていることをお話していただくようにお願いしています。せっかくですので
ぜひお願いします。
　ありがとうございました。いい点があったかと思います。それぞれが自分の行っていることがどのように
職業奉仕につながるか考えてもらいたいと思います。自分の話をする際にはとても情熱的に話をしていただ
けると思います。ぜひセミナーの様子を月信やロータリーの友に報告してください。
　来週には地区大会があります。一般の方も歓迎します。泊まりでぜひお越しください。2次会・3次会を
上山田の温泉街でロータリーナイトを楽しみたいと思いますのでお願いします。2日目は青少年の活動発表
が主になると思います。辛坊治郎さんの講演も予定しております。青少年が希望を持てる話をしてもらう予
定です。
　また2月には白馬ロータリーで雪の集いがあり、他の地区からも大勢参加していただけるので多くのロー
タリアンの方に泊まっていただいて奉仕活動をしていただきたい。
　6月にはメルボルンで世界大会があります。200名ほどで行きたいと考えています。
　今年は平澤年度がどんな活動をしたかは忘れてもいいですが、楽しかったといえる一年にしていただきた
いと思います。
　ありがとうございました。

次頁へ続く



次回例会　
・11月 5日（土）～ 6日（日）　2022－2023 年度地区大会

会場　11.5「戸倉上山田温泉　ホテル圓山荘」　　
　　　　　 11.6「信州の幸　あんずホール（更埴文化会館）」

    ・11月15日（火）　点鐘／12:30　　場所／海老屋料理店　　
クラブフォーラム「米山記念奨学委員会」

■ 点　鐘 13：30

・RI第2600地区ガバナー 上沢広光様より、ご講話をいただきました。
　皆様こんにちは。ガバナーの上沢です。伊那中央は知っている方が多いです。この
クラブからディスカッションリーダーを卒業された方が多くいます。非常に親密感を
感じます。自分がガバナー補佐をしたときはとても苦労しました。研修もままならな
い中、田中洋さんと二人で苦労したいい思い出があります。
　さて、ガバナーに就任した私のバックには戦略委員会というメンバーがついてくれ

ます。過去ガバナーを経験した方、これからの方が委員会メンバーです。就任直後、「特にやりたいことが
ないけど、どうしましょうか。」と考えましたが、2億円のお金がこの地区にはあるので、青少年活動支援
に使いたいと考えました。今まではそのお金の利息を使いながら青少年支援をしてきましたが、元金を使え
ないか試行錯誤してきました。去年の会長の皆さんに6月の末にこのお金を使っていいかと決を採りまし
た。その際「ぜひ使いましょう」と賛成していただいて使えることになりました。ありがとうございました。
　実際に今年はどうするのか。500万円の補助金を各クラブに使ってもらおうとしました。9月末までに最
大20万円・事業費の80%までで申請していただければ使うことができます。50クラブが申請すると1000万
円を超えてくるので500万円の予備費を用意しました。実際には30クラブを超えるクラブに申請いただきま
した。もう一つ、申請があれば青少年のため、クラブ活性化の為になるものであれば使えるようにしました
ので、ぜひご活用ください。
　先ほどポリオデーの話もさせて頂きました。先日多くの募金をいただいて大規模に実施していただいたと
報告をいただきました。ありがとうございました。
　私がロータリー活動で好きな分野は実は職業奉仕です。忘れられた奉仕活動などと言われていますが、私
は一番好きです。自分の職業・事業を全うし、自分に返ってくるようにするところが特に惹かれます。6月
末まででいいので、各クラブで職業奉仕に関わるセミナーをしてもらいたい。50名ほどのメンバーがいる
と聞いていますので例会は30~40名のメンバーが参加すると思います。ぜひ夜間例会でディスカッションを
行ってもらいたい。ディスカッションを10名1グループ程度で司会者を用いて一人ずつ自分の職業の話をし
てもらいたい。お互いに話を聞いて参考にして発展させてほしいと思います。参考までに私が実践してみた
いと思います。
　上沢広光です。職業分類はビル経営です。不動産を中心にした事業です。建売販売・中古住宅のリノベー
ションをするなどの活動をしております。一番力を入れている事業は賃貸経営です。その中で職業奉仕にあ
たる部分は今建築資材が余っているものがある。どんなものかというと今ほとんどの方が和室をつくりませ
ん。天井板も使うところがありません。様々な段階で段ボールに入ったまま残っています。それを何かに使
えないかとワンルームの部屋にデザインで活用したり、床板の部屋でも和風の木のイメージの天井に活用し
たりしています。ワンルームの広さですが6畳から9畳程度ですが少し広い12畳の部屋を作っています。ま
たいいホテルにはベッド周りにカウンターがあり便利になっています。私どもの部屋も作り付けでそういっ
たものを用意します。大きな鏡も準備しています。そのような机代わりのカウンターを準備しています。お
風呂も一般的にはアパート用の狭いお風呂ですが、一人住まいであっても大きなお風呂を用意しています。

そんなことが職業奉仕にあたるのではと思い奉仕させていただいております。これが結構人気です。福祉の
仕事もしています。障碍者のグループホームを作り事業者に貸し出しています。そのような事業をしていま
す。
　会長・幹事さんにも日々行っていることをお話していただくようにお願いしています。せっかくですので
ぜひお願いします。
　ありがとうございました。いい点があったかと思います。それぞれが自分の行っていることがどのように
職業奉仕につながるか考えてもらいたいと思います。自分の話をする際にはとても情熱的に話をしていただ
けると思います。ぜひセミナーの様子を月信やロータリーの友に報告してください。
　来週には地区大会があります。一般の方も歓迎します。泊まりでぜひお越しください。2次会・3次会を
上山田の温泉街でロータリーナイトを楽しみたいと思いますのでお願いします。2日目は青少年の活動発表
が主になると思います。辛坊治郎さんの講演も予定しております。青少年が希望を持てる話をしてもらう予
定です。
　また2月には白馬ロータリーで雪の集いがあり、他の地区からも大勢参加していただけるので多くのロー
タリアンの方に泊まっていただいて奉仕活動をしていただきたい。
　6月にはメルボルンで世界大会があります。200名ほどで行きたいと考えています。
　今年は平澤年度がどんな活動をしたかは忘れてもいいですが、楽しかったといえる一年にしていただきた
いと思います。
　ありがとうございました。


