
 

＜週報№ 2,947＞ 3,058回例会 

２０２１年７月２日（金） 

■会長／北川 和彦 ■幹事／飯田 兼光 

◆司会＝玉本 広人ＳＡＡ 

◆ゲストビジター＝本日はいらっしゃいません。 

◆出席報告 

本日 １００．００％ ０名欠席 

前回訂正 １００．００％ ０名欠席 

◆ラッキーナンバー＝№19  小口 泰幸君 

◆ニコニコボックス＝●岩波寿亮君、小口泰幸君＝新年

度がスタートします。北川会長、飯田幹事、皆様、一年間

宜しくお願いします●北川和彦君、飯田兼光君＝新年度

がスタートしました。ご支援宜しくお願いします。新会員

の３名の皆様、諏訪ＲＣにようこそ●八幡一成君、河西正

一君、竹上幸浩君、折井俊美君、山崎晃君＝北川会長、飯

田幹事、宜しくお願いします●玉本広人君、橋詰将慎君＝

北川・飯田丸の船出を祝して！倉谷さん三澤さん吉越さ

ん諏訪ＲＣにようこそ！●小口武男君＝北川・飯田年度

の出発を祝って●有賀昭彦君、森幸俊君＝北川会長、飯田

幹事、役員の皆様の船出を祝して●増澤洋太郎君＝北川

会長、飯田幹事 1 年間頑張ってください。3 名の新人会員

の皆様、どうぞ宜しく●出席委員会一同（善治直樹君、佐

藤忠士君、串原弘樹君、小山洋君、三澤郁馬君＝北川会長、

飯田幹事、本年度宜しくお願いします●宮坂康弘君、花岡

秀則君、奥村実君＝北川会長、飯田幹事一年間宜しくお願

いします●吉越潔君＝新規入会、妻の誕生日のため●倉

谷英行＝本日からお世話になります。どうぞ宜しくお願

いします●三澤郁馬君＝本日より宜しくお願いします●

奥村実君＝結婚記念日にお花をいただいて●小口泰幸君

＝ラッキーNo にあたって。 

岩波前会長、小口前幹

事に記念品を授与 

 

 

◆会長告知・北川和彦会長＝岩波前会長の後を受けて第

６５期の会長をおおせつかりました北川です。１年間よ

ろしくお願いします。三澤会員、倉谷会員、吉越会員、入

会おめでとうございます。ロータリークラブはしっかり

したコンセプトで運営さ

れているので、最初は用

語とか制度とかわかりに

くいとことがあるかもし

れませんが、何でも聞い

ていただいて、気楽にや

っていただければと思います。 

昨日の長野日報にロータリークラブの桑澤一郎ガバナ

ーとライオンズクラブの増澤義治ガバナーの対談が掲載

されました。それぞれの長野県の代表が諏訪地方から選

任されたので、長野日報の佐久秀幸社長の音頭で企画さ

れたものです。ロータリークラブの紹介に各クラブの役

員の名前が記載されていないのは、コロナ禍の現在にあ

って金を出して広告するという印象を与えない方がいい

のではとの配慮に基づくものです。対談では、両クラブが

合同で奉仕活動をしたらどうかとか、思い切った提案も

出ているので是非読んでみてください。 

さてクラブ計画書に記載させていただきましたとおり、

今年度は難しいことは考えずに、「ロータリーを楽しもう」

をテーマにしたいと思います。６月１２日の長野日報の

１面に、明治４４年の同じ日に夏目漱石が高島小学校で

講演したことが掲載されていました。演題は「我輩の観た

職業」です。中洲の風樹文庫の最近の漱石全集にその講演

録が載っていたので読んでみました。世の中が進歩する

といろんな職業が生まれ、益々分科的となる。なればなる

ほど狭く、深く、専門的になる。職業が複雑になると広さ

のない人ばかりになる。すると孤立する感じがしてくる。

異業種間では同情がなくなり、団結がつかなくなる。そこ

でどうしても知識の交換が必要だ。職業の違った同士の

懇親会、談話会なども妙ではないか。これらもよいが、文

学をつとめて読むことが大事だ。文学には人情や義理と

か職業を離れたものが書かれている。孤立を救済するに

は適当だ。という内容でした。ロータリークラブはまさに

漱石の述べた異業種の者の交流の場で、人間の幅を広げ

る絶好の場です。ロータリーがシカゴにできたのは明治

３８年（１９０５年）、日本では大正９年（１９２０年）

に東京ロータリークラブができたのが最初です。明治４

４年には日本にはなく漱石は知りませんでした。あれば

ロータリークラブにも触れたかもしれません。前年度は

例会も４割近く休まざるを得ませんでした。今年度は、何

とか工夫して会員間の交流を深める機会を多く作りたい



と思います。 

◆幹事報告・飯田兼光幹事＝本年度幹事を務めさせて頂

きます飯田です。微力ではあり

ますが北川会長の秘書役として

円滑なクラブ運営と、会員個々

の皆様との更なるコミュニケー

ションを図り、コロナ禍でも楽

しめるロータリーライフの提供を目指して参ります。皆

様のご協力とご指導を宜しくお願い致します。それでは

幹事報告をさせて頂きます。会員数はクラブ計画書上の

会員数は 47 名ですが、前田会員の異動転出と本日より 3

名の方が会員となりましたので、現時点で 49 名となりま

す。クラブ計画書には目を通して頂き、誤植訂正など気づ

かれた方は飯田までご指示ください。訂正書を配布させ

て頂きます。本日より、東京海上日動火災保険 株式会社 

諏訪支社長 倉谷英行さん。税理士法人 三澤会計 所長 

三澤郁馬さん。NTP トヨタ信州 株式会社 常務取締役 吉

越 潔さんの 3 名が入会されます。倉谷さんの推薦者は、

三井章義会員・伊藤武利会員で職業分類は損害保険、三澤

さんの推薦者は岩波寿亮会員・小針哲郎会員で職業分類

は税理士法人、吉越さんの推薦者は小針哲郎会員・岩波寿

亮会員で、職業分類は自動車小売です。所属は、倉谷会員

が会報・雑誌・広報委員会、三澤会員が出席委員会、吉越

会員が会報・雑誌・広報委員会となります。後ほど入会セ

レモニーを行います。第一回理事会報告（6 月 11 日開催）

をさせて頂きます。2021-22 年度諏訪クラブの方針につい

ては、会長エレクトより説明があり、方針の通りでご承認

を頂いております。デジタル化推進委員会の新設につき

ましては、委員会を作るということで承認を頂きました。

デジタル化推進委員会の副委員長に橋詰会員を登用する

こと、例会日程では創立 65 周年は夜間日程に訂正、奉仕

予算では青少年関連団体支援で新たにチャイルドライン

への寄付を行うことで承認を頂きました。役員及び委員

会の業務引き継ぎについては各委員会及び担当毎に実施

をお願いします。その他コロナ禍における会費徴収の件

ということで今後の意見を伺いながら検討して参ります。

7 月のロータリーレートは 111 円となります。本日と次回

のクラブ協議会は、新年度方針挨拶です。役員の皆様お願

い致します。本日例会終了後に第２回理事会を開催いた

します。 

◆親睦・クラブ親善委員会＝会員似顔絵ご紹介 

ヤポンスキーこばやし画伯作 

 

 

 

 

◆米山功労者第 8回感謝

状贈呈 河西正一会員 

 

 

◆新入会員セレモニー 

●東京海上日動火災保険

（株）諏訪支社長 倉谷英行君 

年齢 49 歳。3 月まで九州の佐賀唐津

におりました。前の場所で、唐津ロー

タリークラブに 4 年ほど参加させて

いただきまして二つ目のロータリー

参加です。ラグビーばっかりやって

いました。刈り上げの激しい男と覚えていただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

●税理士法人三澤会計 所長 三澤郁馬君 

父の三澤清司は長きにわたりロー

タリーの諸先輩方に大変お世話に

なってありがとうございました。自

宅で療養をしておりますが、皆様に

ぜひ元気だよとお伝えくださいと

いうふうに申しておりました。私自身もまだロータリー

がどういうものなのか詳細までわかっていませんが、い

ろんなところでご協力させていただきながら学ばせてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

●ＮＴＰトヨタ信州（株）常務取締役 吉越潔君 

まだ聞き慣れない会社名かもしれま

せんが、トヨタカローラ南信と、ネ

ッツトヨタ信州が昨年 7 月 1 日に合

併してできた会社で、そこで営業を

やっております。諸先輩方の歩んで

こられた人生をぜひ学ばせていただきながら会社のモッ

トーであり私のモットーとしております人に素敵を、NTP

は、Nice to people という略でございまして、人に素敵

をということで、本年私還暦を迎えますけども、地域の皆

様に少しでも恩返しができればなと思い、加入させてい

きました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 



◆クラブ協議会・新年度方針あいさつ 

●岩波寿亮 直前会長＝直前会長っていうのは、座って

見てればいいだろうというように思っていましたが、こ

こに出されたということは思っていた以上に、もうちょ

っと見ようかなとそんなふうに今思っております。去

年、前期あまり例会もできず、いろいろ活動ができなか

った分、今年もそこに心血を注ぎたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

●加藤明博 会長エレクト＝北川会長の背中をよく見て

勉強して次年度に備えたいと思っております。まず例会

第 1 日目の点鐘の仕方なんかをよく勉強しておきたいと

思ってますので、どうぞよろしくお願いします。 

●山田文雄 副会長＝副会長とクラブ奉仕委員長も務め

させていただきます。副会長の方は特に仕事はないよう

な感じはしておりますけれども、北川会長それから加藤

エレクトの後ろ姿を見ながら勉強させていただきたいと

思います。クラブ奉仕委員長の方は、幹事さんから次年

度の事業計画を出してくださいと言われて、過去どんな

ふうに書いてるかなと思いと調べさせていただきまし

た。私が入会させてもらった年から、加藤副会長のとき

まで一言一句、全く同じ状態でありましたので、その段

階で考えることを諦めました。それからついでに調べた

のですけれども、定款によりますと、クラブ方針委員会

は 8 人の委員長が委員としてありますが、細則では、そ

れが四つの委員会に緩和されたんじゃないかなというふ

うに私は考えております。四つの委員会で言いますと、

出席委員会、会報委員会、親睦、プログラムになります

けれども、もし飲み会でも設定されるときには、ぜひ呼

んでいただきたいと思います。一年間よろしくお願いし

ます。 

●北澤光彦 職業奉仕委員長＝職業奉仕という委員会に

関しましては、自己の職業を通して社会に奉仕するとい

う考え方を再認識して体現すること。これに関しては会

員様のところにお世話になって会社を見させていただく

とか、それを通して世の中に皆さんがどういうことで貢

献してるのかっていうのを勉強させていただく機会にな

ったと思います。昨年はできませんでしたが今年もどう

なるかわかりませんが最大限やらさせていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

●菊池俊樹 国際奉仕委員長＝出席率大変悪い中頑張っ

て参加して、2 月の平和と紛争予防解決月間がクラブフォ

ーラムでありますので、開催できた場合は頑張って開催、

何かテーマを持ってインターナショナルなお話ができた

らいいなと考えております。1 年間よろしくお願いいたし

ます。 

●宮坂康弘 青少年奉仕委員長＝ローターアクトの皆さ

んとの交流というのが一番大きな仕事になるのかなと思

っております。若い方たちも会員数の増強が命題という

ふうに聞いております。なるべくうまく交流をしながら

何かとお力添えができればなというふうに思っておりま

す。また皆様方との合同例会とかもありますのでご参加

をよろしくお願いをしたいなと思っております。まだま

だ若輩でわかりませんが、なるべく一生懸命やりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

●玉本広人 ＳＡＡ＝例年通り、和やかで楽しい雰囲気の

中にもちょっと厳粛さを持った例会の運営をしていきた

いと思っております。今年はデジタル化推進委員会とい

うのができまして、例会もリモートでやることがもしか

したらあるかもしれません。そのときにも、ぜひ皆さんう

まく繋げて、楽しい雰囲気の例会になればと思っており

ます。一つ提案させていただきたいのが、ロータリーソン

グについて、昨年度は月の初めは「奉仕の理想」だったで

すが、あとはずっと「それでこそロータリー」でした。実

はもう二つロータリーソングがありますので、今年は会

報の皆さんとご相談させていただいて、月毎に変えて歌

っていただければなと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

●橋詰将慎 副ＳＡＡ＝玉本ＳＡＡのもと、例会の進行等

しっかりサポートさせていただきたいと思います。また

今年度新設されました先ほどもお話ありましたけれども、

デジタル化推進委員にも所属させていただいております

ので、八幡委員長のもと、しっかり取り組みさせていただ

きたいと思っております。1 年間よろしくお願いします。 

●増澤洋太郎 監事＝今年 1 年間監事を務めさせていた

だきます。お役目でございますのでそれなりの監査をさ

せていただきたいと思います。1 年間よろしくどうぞお願

いいたします。 

◆今後の例会日程 

 

7 月 9 日 金 クラブ協議会（新年度方針あいさつ） 

7 月 16 日 金 クラブ協議会（出席率向上・表彰) 

7 月 23 日 金 準法定休日 


