
 

 

第 1159 回例会 2023 年 5 月 9 日 

□司  会         斉藤  仁君 

□開会点鐘                  斉藤惠理子君 

□R ソング「国歌斉唱」「それでこそロータリー」 

□慶  祝 

     誕生日祝  

 

肥田野秀知君 田中栄一君 

□ラッキー賞 

 

 

 

  提供者 山崎芳雄君  

「宮古島産有機栽培パイナップルとパッションフルーツセット」 

      斉藤惠理子君  中澤信敏君 

  提供者 生川秀樹君 「五島列島土産」 

      山崎芳雄君   清水一典君 

 

 

               

 

 

斉藤惠理子君 

   

皆さんこんにちは。連休は楽しめましたか？ 

5日の地震アラームに驚いた方も多かったのでは？ 

能登地方を震源とするマグニチュード 6.5 の地震、

建物の被害や亡くなる方もいた上、その後の雨によ

る土砂崩れなども心配されています。 

今年は関東大震災から 100 年を迎えます。30 年

以内に首都直下地震が起こる確率は 70%、南海トラ

フは 70%から 80%だそうです。 

私はそんな情報を聞きながらどこか人ごとの様

に思っていましたが、南海トラフが起きたことを想

定したドラマを作成した関西大学特任教授の河田

先生の新聞記事を読み意識を変えました。津波の時、

防波堤があるから大丈夫の先入観で 30 分の時間が

あったのに30%の人が逃げなかった事は記憶に新し

いと思います。 

台風 19 号の時、従姉妹は避難所に乗り合わせて

行ってしまったため、もう一台が水に浸かり廃車に

なってしまいました。母は私の家に避難するのに、

とっさに持ち出した物は冷凍ごはんでした。 

教授は生活スタイルが多様化しているので、これ

をすれば大丈夫はない、自宅、会社、学校、出張先

など何が一番困るか考えておく事が大事と言われ

ていました。教授は、新幹線に乗る時は、飲み物と

弁当を必ず買う事と、出張先の連絡先とスケジュー

ルをテーブルに置くことにしてるそうです。自分の

弱点は何か考え、対策を講じることが自分や周りを

守る事になると思います。 

私の弱点はガソリンをかつかつまで入れない事、

良い事は、エンディングノートに葬儀のやり方まで

書いてある事です！ 

 
 

中澤 信敏君 

１. RI より  

・ROTARY  5 月号 

・『青少年奉仕月間』 リソースのご案内 

２. さくら国際高校より 

 ・校長職交替のご挨拶 

例 会 日 誌 

幹 事 報 告 

会 ⾧ 挨 拶 
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              生川 秀樹君 

斉藤惠理子君 マスク取れ皆さんの元気なお顔が

見れて嬉しいです。14 日は母の日

お花、スイーツが人気です！是非プ

レゼントを！！ 

中澤信敏君  前回の例会、飯島さんお世話になり

ました。 

吉田 穣君   ようやくコロナ５類になりました。

一安心です！ 

清水一典君  コロナ５類になりましたが制度の

変わり目が大変です。注意しながら

次のステージに向かいます。 

斉藤 仁君  今回のゴールデンウイークは家に

居ることが多かったです。 

青木丈典君  ゴールデンウイーク久しぶりに実

家に帰りました。ゆっくり出来まし

た。 

生川秀樹君   GW に九州北部の離島巡りをしてき

ました。少しばかりですがお土産を

買って来ましたのでラッキー賞に

提供させていただきます。 

水野泰雄君  GW 明けは快晴！クラブアッセンブ

リーよろしくお願いします。 

 

ニコニコ BOX 喜投額 5/9 16,000 円 

今年度累計 586,002 円 65.11％  

      ～新旧引継ぎ会～ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゲストスピーチ 上田市出前講座 

   『日本遺産について学ぼう』 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  20 4 0 80.00％ 
前々回 22 5 1 81.82％ 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 田中 栄一君 山崎 芳雄君 
飯島 伴典君   

5 月 23 例会予定 

クラブアッセンブリー 

出席・ニコ BOX 報告 

SAA 斉藤 仁君 

前半欠席しがちで幹事にご迷惑を
おかけした。初めての司会は難しい
と感じながら、分かり易い言葉遣い
を心がけ、食事も早く食べる様にす
るなど努めた。 

会員増強・親睦委員長 

山崎 芳雄君 

【増強について】目標の達成に努力す
るも２名退会、２名入会で±０コロナ
の影響は大きかった。次年度も委員と
して会員増強に頑張りたい。 
【親睦について】会長はじめ９名で宮
古島旅行を行い、またゴルフ同好会も
発足し、来年度への道筋を示すことが
できた。 

公共イメージ・情報委員長 
飯島 伴典君 

Facebook や会報などの広報活動に
ついて動きのある写真掲載を増やし
ていけたらと思う。またロータリー
の奉仕と親睦のバランスなどが今後
の課題と感じる。自分自身もっとロ
ータリー活動に参加できるように努
めていきたい。 

デジタル推進委員長 
合原亮一君 

オンライン例会の安定した提供、対
外発信についての公共イメージにつ
いても評価できる。今後は事務局の
デジタル化を推進。地区のデジタル
化も次年度継続していく。 

出席・会報・ニコ BOX 委員長 
生川 秀樹君 

少人数ながら水野さん、伊藤さん
など協力のおかげで何とか遅滞な
く会報を発行することができた。
ニコ BOX のメッセージは半数上
の方がコメント頂き助かりまし
た。今後もお願いします。 

プログラム・会場委員長 
吉田 穣君 

コロナの制約が緩み、近年元に戻れ
るようになり、ゲスト、家族、職場、
早朝例会など３年ぶりに開催でき
た。食事も弁当から通常食へ、会場
も３階から２階へと以前の姿に戻り
つつある。設営について等今後見直
していきたい。 

DEI 委員長 
水野 泰雄君 

新設委員会で何かと困惑しながら
の１年だった。開かれたロータリー
を目指して他のロータリアンと情
報交換などに務めた。ロータリーの
特性と多様性をどのように勧めて
いくかが今後の課題で。次年度以降
に託したい。 

国際奉仕・R 財団委員長 
清水 一典君 

【国際奉仕】アリオ上田店でのポリオ
募金活動皆様に協力いただき感謝し
ます。 
【R 財団】クラブ予算での寄付にとど
まり、呼びかけ不十分だった。目標値
に近づける様していきたい。 

幹事 中澤 信敏君 

コロナ影響が普通に戻りつつあ
る中で、理事・役員の皆様のご協
力により会長の取り組みが順調
に進んでいることに感謝申し上
げたい。桐生様交流会に向けて頑
張りたい。 

会長 斉藤惠理子君 

楽しいクラブをとの想いで進めてき
た。クラブ内では友情を深め、対外的に
は社会貢献の取り組み。最後まで楽し
く行きたい。米山奨学生の受入れ・ポリ
オのチャリティ・英語スピーチなどご
協力に感謝したい。改正した委員会を
引き継いで活動いただけたら。DEI・・
居心地の良いクラブを。 


