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 IMAGINE ROTARY 

ソ ン グ 我等の生業 

会 長 談 話 荒木康雄会長 

 今年も残すところ半月、今が

一番日の短い時であり一週間後

には冬至を迎えます。冬至を境

に一陽来復、日脚が徐々に伸び

ていきます。本格的な寒さはこれからですが、

日が長くなっていくと思うと気持ちだけでも季

節は春に向かっているように思えます。 

さて、2022年に周年の節目を迎えた出来事

は、沖縄復帰 50年、日中国交正常化 50年など

がありました。また、日本で鉄道が正式に開通

して 150年を迎え、10月には様々な記念イベン

トが開催されました。鉄道は 1872年 10月 14

日、新橋・横浜間の約 29㎞で開業し新橋駅で開

業式典が挙行された後、明治天皇と政府関係者

（三条実美太政大臣、西郷隆盛参議、大隈重信

参議、勝海舟海軍大輔など）と各国公使を乗せ

た「お召し列車」が横浜まで往復運転し、その

後は 1日 9往復の一般運行が始まりました。徒

歩だと 1日がかりでしたが蒸気機関車で 53分に

短縮され、日本人の移動に対する時間軸と意識

が変わる始まりになったと思われます。この時

の時速は約 30キロでした。明治の終わり頃には

全国の色々な所に線路が引かれ旅行が盛んにな

っていきます。1964年 10月 1日に東京・大阪

間を結ぶ東海道新幹線が開業し、この時のスピ

ードは時速 200キロで、世界一速い鉄道として

外国から注目を集めることになります。新幹線

は 2020年には試験走行で時速 360キロを記録し

ています。現在計画中のリニアモーターカーの

予定速度は時速 500キロです。この 150年余の

間に地上移動における日本の地図は約 16分の 1

に縮小されたことになります。大変便利な世の

中になりました。一方で失われたこともあるの

かも知れません。 

今年 2022年に節目を迎えたその他の出来事

は、聖徳太子没後 1,400年、マゼラン艦隊によ

る初の世界周航達成 500年、イースター島発見

300年、ブラジル独立 200年、リンカーンの奴

隷解放宣言 160年、中華民国成立 110年、ソビ

エト連邦成立 100年、五・一五事件 90年、マリ

リンモンロー没後 60年などがあります。 

皆さんにとって 2022年はどんな年でしたでし

ょうか？ 来る 2023年が皆様にとってよい年と

なることを願い会長談話と致します。 

幹 事 報 告 向山賢悟幹事 

1. 地区事務所からのお知らせです。 

① 地区事務所の年末年始休業は、12 月 27

日(火)～1月 4日(水)までです。  

2. 長野南 RCより、創立 40周年記念誌が参り

ました。 

3. プリンティアナカヤマさん、伊那食品工業

㈱さんより、来年度のカレンダーをいただ

きました。 

4. 伊那ライオンズクラブより「新年例会のご

案内」が参りました。 

  日 時 2023年 1月 10日(火) 18：30～ 

  会 場 JA本所フラワーパレス 

5. 今年度の年末家族会は中止となりました。

代わりの品をご自宅にお届け致します。 

6. 辰野 RCより事務局員変更のお知らせです。 

  2023年 1月 1日よりしばらくの間、増沢弘

久幹事が兼任します。 
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【1月のプログラム】 

5日(木)新年例会 

(会場：いづみ 時間：18：00～)  

12日(木)クラブフォーラム(職業・社会奉仕) 

※例会終了後、クラブ協議会 

19日(木)休会(特別休会)    

26日(木)下期事業計画発表  

※例会終了後、理事会 

☆お知らせ 

 ・第 63年度 第 3期分会費    55,000円 

      誕生祝            5,000円 

      結婚記念日祝      5,000円 

      Ｒ財団 1万円寄付金  10,000円 

これらを、2023年 1月 10日(火)銀行口座よ

り引き落としさせていただきますので、よろ

しくお願い致します。  

・各委員会委員長は、上期事業報告と下期事

業計画を 1月 6日(金)までに、事務局まで

ご提出下さい。 

・本日例会終了後顕彰審査委員会、理事会を

開催致します。役員・理事の方はご出席下

さい。 

・事務局の年末年始休業は、12月 27日(火)

～1月 4日(水)までです。 

・次回の例会は、1月 5日(木)「新年例会」

です。 

委員会報告 赤羽弘之国際奉仕・財団委員長よ 

り、R財団、米山奨学会への寄付の御礼が述べ 

られた。 

出 席 報 告 会員数 56名 内出席免除 19名  

出席者 34名 事前メーキャップ0名 出席 75.55％ 

ニコニコボックス  

・荒木康雄 先日第 19回ニシザワ文芸コンクー

ル「読書感想文」の表彰式を伊那創造館で行

いました。今年も素晴らしい作品が多く、感

動しました。 

・小林孝行・藤澤秀敬 中間監査を実施させて

頂きました。準備ありがとうございました。 

・山田 益 第 64期役員を発表させていただき

ます。 

・平出吉範 会長ノミニーに選出されました。 

よろしくお願い致します。 

・矢島 豪 伊那 RCに協賛いただいた上伊那地

区小中学校、一般の合唱団が参加する「いの

ちの輪コンサート」が駒ヶ根市文化会館で開

催されました。出演者・聴衆 900名を超える

大盛況で、成功裏に終わることができまし

た。遅くなりましたが御礼方々ご報告申し上

げます。 

・唐澤洋祐 12月で弁護士登録 10年となりま

した。引き続きよろしくお願い致します。 

ＩＧＭ報告  

Ａ班 荒木康雄会員 Ｂ班 山田 益会員  

Ｃ班 宮下金俊会員 Ⅾ班 増田 清会員 

 

 

 

 

 

※ 内容は 11月 24日会報に掲載 

年 次 総 会 ○中間監査報告  

藤澤秀敬監査人より、12月 13日小

林孝行監査人と共に、第 63期 7月 1

日から 11月 30日までの会計監査を

行いました。帳簿等、会計が適正に

行われていることを報告致します。 

○指名委員会報告 

平澤泰斗直前会長より、第 65期会 

長平出吉範会員・幹事 山崎秀亮会 

員が発表された。 

第 65 期 平出吉範会長 

伊那 RC に入会したのは平成 17 年 1 月

で、ちょうど 18 年になります。入会した

時、諸先輩から何か役を頼まれたら喜ん

で引き受けなさいと言われた事を思い出

し、快諾しました。会員名簿を見るとそ

ういう年齢だなと感じています。宜しくお願い致

します。 

第 65 期 山崎秀亮幹事   

向山現幹事、唐澤次期幹事ときて、もう

私が？という気持ちです。どうぞ宜し

くお願い致します。 

○次期役員・理事発表 

山田 益会長エレクトより、第 64期 

(2023-2024年度)役員・理事(案)が発表され、

承認された。 


