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会 長 談 話 

今日は朝から雪が降りだし、午前 

中11月には珍しい積雪となりました。 

2，3日前から予報では、寒くなって 

雪になるようだとは聞いていました 

が驚きました。自家用車のタイヤは 

ノーマルのままで、冬の準備がまだ整っていない中で

の大雪でした。雪かきで汗をかいた皆さんが多いこと

と思います。 

 さて、今日は IGM を大澤会員の受賞祝賀会にさせ

ていただきこの後皆様と共にお祝いをしたいと思いま

す。会長の祝辞は後ほど申し上げますが、この場では

ちょうどそのタイミングでありますので、伊那RCの

次年度役員の選任について少しお話いたします。 

 次年度7月からの役員・理事の選任についてクラブ

内規に定めてありますが、まず 10 月の第 1 例会で次

期役員・理事候補者の指名委員を発表します。そのメ

ンバーは元会長の皆さん、現会長、会長エレクト、そ

して幹事です。 

そして指名委員は委員会を開いて候補者を選挙して

決定します。また会員の皆さんもその候補者を指名委

員に推薦することが出来ることになっています。 

 12月の第1例会（今年は12月1日）に年次総会を

開いて、指名委員は選んだ次期役員・理事の候補者を

発表して賛成を求める。という流れになっています。 

先週の例会後の理事会で、指名委員会から候補者決定

の報告がありましたので、予定通り来週 12 月 1 日の

例会は年次総会を開催し会員の皆さんに発表、賛成を

求めることとなりました。 

 次年度の会長は立石会長エレクトがすでに昨年決定

済みで、今回は次の会長、つまり立石会長の時の会長

エレクトを決めることになります。併せて、幹事を務

める方が副幹事として発表され、そのほか副会長や委

員会の委員長の皆さんについても役員・理事として選

ばれることになります。 

 指名された方々は快くお引き受けいただきますよう

お願いします。 

 もう一つ、すでにお話しした件ですが、RI規定審議

会の決定により、各クラブの定款、細則を見直す件、

先日の理事会から具体的に検討に入りました。たたき

台の案を作りましたが、来週 2600 地区の会長幹事会

が臨時で開催され、この件説明があるようです。その

あたりを参考にしながらより良いもの、クラブの活性

化に資するものにしてまいりたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

幹 事 報 告 別紙をご覧ください。 

ニコニコボックス 

藤澤秀敬・平澤泰斗 大澤一郎会員の受章おめでとう

ございます。大勢の皆様の御参加ありがとうござい

ます。 

大澤一郎 本日は、旭日双光章叙勲の祝賀会を開催し

て頂きまして誠にありがとうございました。今後は

この栄誉に恥じないよう努力して参ります。今後と

も御指導ご鞭撻宜しくお願い致します。 

山田 益 9/27山梨大学大学院を卒業しました。Ph.D.

となりました。 

川合 博 マレットゴルフ大会では、ゲストとして出

場させて頂いた家内がハンディに助けられて優勝し

てしまいました。 

橋爪利行 家内が祝賀の演奏をさせていただきます。 

在籍祝 山口健雄・川合 博 

大澤一郎 9/1ゴルフコンペ上位入賞 
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開会の辞 立石 誠会長エレクト 

祝賀の演奏 伊那三曲協会  

福澤雅志世先生、斉藤雅己智先生、 

橋爪早祐昭先生 

 

 

 

 

 

 

祝  辞 藤澤秀敬会長 

大澤理事長、この度の受賞、誠 

におめでとうございます。日頃か 

ら親しくお付き合いさせていただ 

いている伊那 RC の会員として、 

僭越ですが仲間として、大変嬉しく思います。そ

して誇りにも感じています。 

 大澤理事長は今年の春の叙勲に際し、栄えある

旭日雙光章を受賞されました。 

 10 月 9 日伊那プリンスホテルにおきまして、

発起人代表を塚越寛会員が務められ、祝賀会が盛

大に開催されました。本日はクラブとしてさらに

お祝いしようと計画させていただきました。 

（大澤理事長の経歴紹介略）温厚なお人柄、飾ら

ない振る舞いは多くの方々から愛され、庫内にお

いても全職員の心をつかみ、共に地域発展繁栄の

ため金融業務に精力的、情熱的に取り組んでこら

れました。 

 商工会議所、経営者協会、環境保全協会など各

団体においてもそれぞれ役員を歴任され、特に 3 

年前から、長野県公安委員会委員に就任され、現 

在委員長の要職に在ることは皆さんご承知のと

おりであります。 

伊那 RC では平成 15 年の入会以降、会報、出

席ニコ BOX、会員増強の各委員長を受けていた

だき、中山一郎会長の時には副会長も務められま

した。この度の旭日雙光章受賞は伊那 RC にとり

まして誠に喜びに堪えないことと思います。大澤

理事長におかれましては今後とも、ご健康に留意

されて、一層のご活躍を期待し、あわせて今まで 

と変わらぬご指導ご鞭撻賜りますようお願い申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し上げます。この度は誠におめでとうございます。 

橋爪利行会員 

 私と理事長の出会いは、大澤さ 

んがあるしんの常務理事に就任さ 

れた平成 18 年 6 月からでありま 

す。以来 10 年余に及び公私に亘 

っての長いお付き合いでありますので、「光」の

部分も「影」の部分も承知をしているつもりであ

ります。 

 まず「公」のお付き合いですが、アルプス中央

信金の理事長と取引先の代表者という間柄です

が、少々違った関係であります。と申しますのは、

大澤さんが理事長に就任された平成 19 年 6 月と

22 年 6 月には私が役員の選考委員長を務めまし

た。つまり大澤さんが今日理事長の職にあるのに

は私の力が預って大きかったと言っても過言で

はありません。格好よく言えば大澤さんがキング

なら私はキングメーカーと言った間柄でありま

す。（中略） 

 今一つ大澤さんを語る上で落とせないものが

あります。それは「雨男」それも極めつけの雨男

です。ご自身のホールインワン記念コンペはドシ

ャ降りでしたし、何よりも今日の天気がそれを雄

弁に物語っております。雨男と言えば一般的には

負のイメージが強いですが、私は逆に超能力者だ

と思っています。 

 さて、私が大澤理事長を信頼し尊敬する何より

の理由は、大澤さんは決して偉ぶらないお人柄だ

という事であります。とかく組織、特に金融機関

のトップにでもなると尊大ぶる人が見受けられ

ますが、大澤さんは決してふんぞり返ったり自慢

したりすることはありません。それが大澤さんが

万人から慕われる所為だと思います。 

大澤一郎会員旭日雙光章受章祝賀会 
於：だるま  時間 18：30～     



 結びに、大澤理事長におかれましては、この受

賞を機に健康に留意されて、地元中小企業のため

に血の通った金融業務を推進されますようご期

待申し上げると共に、各方面に亘ってのさらなる

ご活躍を祈念申し上げまして私の御祝いの言葉

とさせて頂きます。 

花 束 贈 呈  

小林旬子 SAA から 

 

 

受賞者ご挨拶 大澤一郎会員 

 本日は大変お忙しい中、又 I. 

M.の予定を裂き私の祝賀会を 

開催して頂き、多数のご参加を 

頂きまして誠に有難う御座いま 

す。日頃は、あまりロータリー活動に参加出来ず 

皆様に大変ご迷惑を掛け誠に申し訳ありません。

先程は、身に余るお褒めの御言葉を頂き恐縮して

おります。この度、28 年春の叙勲に際し図らず

も「長年にわたり中小企業金融を通じ地域経済の

発展に尽力された」として、旭日双光章を拝受す

る栄誉に浴することが出来ました事はひとえに、

ロータリー会員の皆様やお客様皆様方並びに金

庫職員の温かいご指導ご支援の賜物と深く感謝

申し上げます。この栄誉は私一人の栄誉では無く

職員を代表して頂けたものと思っております。去

る 5 月 16 日金融庁において、勲位並びに勲章の 

伝達を受け、その日は麻生金融大臣が予算委員会

のため牧島政務官より森金融庁長官同席の元で 

伝達を受け、その後皇居に参内し天皇陛下に拝謁

しお言葉を頂いた感激は私や共に苦労してきた

妻にとりましても最高の名誉であり生涯忘れ得

ぬ思い出となりました。天皇陛下を目の前で拝見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、お言葉を頂いた時は、オーラを感じ、本当に

私みたいな俗人には心が洗われた一瞬でした。 

 顧みすれば昭和 43 年に、旧赤穂信用金庫に入 

庫して以来 48 年間金庫に勤務させて頂き現在に

至っております。その間いくつもの経済変化が有

りその都度大変な時期も有りました。平成 15 年

に旧赤穂信用金庫と旧伊那信用金庫が合併し現

在のアルプス中央信用金庫になりました。石油危

機やバブル期は株価が暴騰し毎日株価が上がっ

ていく状況や、バブル崩壊後の長い経済不況、リ

ーマンショック等々思い出も沢山あります。その

間多数の諸先輩方の御指導を受け金融業務に専

念して参りました。特に初代理事長芦部啓太郎翁

の「世のため人のため」の言葉を引き継ぎ今日ま

でやって参りました。そして現在は伊那市に本店

を置くアルプス中央信用金庫として地域金融機

関として皆様に大変お世話になり地域発展のた

めに努力しているところです。 

 今後は、この栄誉に恥じることなく一層精進し

地域のために尽くす覚悟であります。又現在長野

県公安委員長の職も有り県民の安心安全のため

に尽力する覚悟でもあります。今後とも御指導ご

鞭撻の程宜しくお願い致します。 

伊那ロータリー様のご発展と会員の皆様の御

多幸とご健勝をご祈念申し上げ御礼の言葉と致

します。皆様本日は大変お忙しい中、本当に有難

うございました。 

乾  杯 小坂樫男直前会長 

 

 

 

 

 

 

万 歳 小坂栄一会員 

 

 

 

 

閉会の辞 中山一郎会員 


