
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電事業部と幅広く事業等を行っているとのこと、大変勉強

させて頂き、有難う御座いました。 

広報こもろの 11 月号の裏面に、(連載)海野和男の小諸

日記が載っています。海野和男さんは、小諸市御牧ケ原

在住のカメラマンです。 

長く楽しめる紅葉という題で、浅間山は標高 2568ｍ、千

曲川は標高 580ｍ程度で、小諸は標高差が大きい地域で

す。車で簡単に行ける場所は、高峰高原の 2000ｍ、で紅

葉は 9 月末に始まり、10 月中頃が見頃です。千曲川まで

到着するのは 11 月に入ってからで、懐古園あたりは例年

11 月 10 日頃とのこと。小諸は紅葉を楽しめる期間が長い

素晴らしい場所で、10 月～11 月まで 2 ケ月近く、標高を変

えるだけで紅葉が楽しめると書いてあります。先週、2度懐

古園に仕事が有りまして見てきましたが、本当に綺麗で、

観光客も結構沢山見えて居りました。機会を作って見に行

ってはいかがですか。 

以上会長挨拶です。ありがとうございました。 

【指名委員会委員の委嘱】 

 前々会長 黒澤明男会員 直前会長 小林秋生会員 

 現会長   渡辺文夫会員 現幹事  依田晋一会員 

 次期会長  渡辺頼雄会員 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

１．例会変更 

  佐久コスモスＲＣ  

11 月 10 日（月）  定刻受付あり 

           11 月 24 日（月）  定刻受付なし 

  丸子ＲＣ    11 月 20 日（木）  定刻受付あり 

  上田西ＲＣ  11 月 20 日（木）  定刻受付あり 

           11 月 27 日（木）  定刻受付あり  

２．週報  

   上田東、上田西、上田六文銭ＲＣ 

【本日の配布物】 

 週報 1251 号、ガバナー月信 5 号 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 両川 栄 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代  誕生日の歌 

 

◆誕生祝 

 掛川興太郎会員・中河邦忠会員・黒澤明男会員 

 小林秋生会員・渡辺文夫会員 

◆結婚祝 

小林秋生会員・泰子夫人 

渡辺文夫会員・倭香夫人 

◆皆勤祝 

 小林秋生会員（10 回） 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

会員の皆様こんにちは 

 11 月 4 日は私の 78 回目の誕生日です。この良き日

に、２人の新入会員が誕生致しました。１人は、（有）ま

るひろの社長 中込裕幸さん、もう１人は、長野銀行小

諸支店長の工藤泰一さんです。お二人は大変、お若く

て我がクラブにとりましては平均年齢が下がることにな

り、この上ない喜びです。今後共、一緒に楽しく研修を

続けて行きたいと思いますので、よろしくお願い致しま

す。 

本日の卓話は、会員増強委員長の前田博志会員で

す。どんなお話をされるのか、御期待を致します。よろ

しくお願い致します。 

先日の小諸倉庫(株)様の職場例会は、神津会員始

め、社員の方々に大変ご苦労、ご迷惑をおかけして申

し訳ありませんでした。 

小諸倉庫(株)は、明治 33 年 2 月 1 日創立で、116 年

の歴史を刻んで居ります。この他、ホテル事業部として

長野駅前にホテルニュ－ナガノとホテルナガノアベニュ

ーがございます。この他、不動産事業部及び太陽光発 

 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 
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◆ラッキー賞 

 NO．14   前田 博志 君 

 

◆委員会報告    

 クラブ運営委員会  湯本 敏晴委員長 

  ・家族親睦旅行中止 ・例会終了後委員会開催（クリスマス夜間例会について） 

 

◆ニコＢＯＸ   渡辺 頼雄 委員 

   

 

◆【出席報告】   黒澤 明男 委員 

 

 

【本日のプログラム】  「今日とは違う、明日かもしれない」 前田 博志会員 

 

年初のあの大雪は、私たちにたくさんの事を学ばせてくれました。 

貴重な体験なので、忘れない様に、胸に刻みたいと思います。 

毎日あげている、私のブログを紹介します。 

 

【１５日ＰＭ１２：００】 

状況を認めてしまえば、気持ちは落ち着くものだ。妻と２人で昼食。残った食材で。質素に仕上がっている。 

「ここからは私の腕の見せ所よ」妻が腕まくりした。 

しかし、その直後の電話から、再び暗転。 

スタッフＴ。 

「所長！忘れていました。昨日、最後に帰ったのですが、業務用ヒーターをタイマーにセットしてしまいました！」 

唖然とする。誰も居ない会社で、ファンヒーターが音をたてて暖かくしているなんて！ 

ファンヒーターを止めるだけなら、いくつかの手段はある。 

しかし、その前に警備会社のセキュリティーを切らなければならない。 

結局、交渉を重ねて、警備会社にファンヒーターを切ってもらうことになった。 

「ただし、御社にたどり着くのは何時になるか分かりません」 

明日は、必ず今日と同じようにやってくる。 

そうではない。明日は、私たちの全く知らない日だ。そんな当たり前のことを、思い知ることになった。 

掛川興太郎君 誕生祝、有難うございました。 

渡辺 文夫君 
新入会員の工藤さん、中込さん本日

はおめでとうございます。 

渡辺 頼雄君 
工藤様、中込様、入会歓迎申し上げ

ます。 

黒澤 明男君 
誕生祝、有難うございました。前田さ

んの会員卓話、期待しております。 

中河 邦忠君 誕生祝、先週のラッキー賞のお礼に 

小林 秋生君 

中込裕幸さん、工藤泰一さん、新入会お

めでとうございます。これから仲良く、宜

しくお願いします。誕生祝、結婚祝、皆

勤賞 10 回目、お祝を大変有難うござい

ます。 

前田 博志君 工藤さん、中込さん ありがとう 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日 11 月  4 日 23 20 事前 0 名 3 85.71％ 

前々回 10 月 21 日 2１ 19 事後 1 名 2 89.47％ 



【２月２０日午後８：５７】 

キッチンにメイン冷蔵庫があって、居間に、お遊びの冷蔵庫があったとして、 

その居間の冷蔵庫が、この雪害で、とうとう空っぽになってしまった。 

でも今日の、その話題はちょっと遊びで＾＾。その居間の冷蔵庫には、主に飲み物とかスイーツが入っている。 

Ｂｅｅｒ・ワイン・コーラ・ジュース。牛乳・ヨーグルト・プリン。チョコレート・豆菓子（湿気らないからって）・ゼリー菓子。 

上段の冷凍庫には、アイスクリーム・保冷剤・熱ピタ。 

  一週間前までの幸せだった時は、その冷蔵庫は満杯で、 

賞味がギリギリのヨーグルトや、いつ入れたのか不明のお菓子や、このジュースはいつのだい？ 

みたいな本来ならどんどん捨てなければいけない、もしくは食べたくない食材で満たされていた。 

それが、何も食べ物が買えない日々が重なり、冷蔵庫の物を毎日大切に食べつくし、昨晩とうとう冷凍庫に手を出して、

一体いつ入れたのか分からない棒小豆アイス一本を食べて、冷蔵庫の食べられる物一切を食べつくした＾＾。残ったの

は、保冷剤と、医療用熱さまシート。 

所詮雪が溶ければ、まぁ最悪でも、３月の声を聞けば、雪も溶けるべ。 

そしたら、また普通の日々が舞い戻る。そう楽観しているから、こうやって呑気な事を言ってはいるが、 

そうとは言えなかったあの震災後の日々は一体どんなだっただろう・・と思うと胸が詰まる。 

食べ物が徐々に無くなって底をつくって、気持ちが本当にサワサワしてきます。初めて勉強しています。 

 

【新入会員】  

                  

                

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

                  

  

氏  名：中込 裕幸会員 

 現住所：小諸市滋野甲 947-1 

 企業名：(有)まるひろ 

職業分類：貨物自動車運送業 

氏  名：工藤 泰一会員 

現住所：小諸市本町 3-2-26 

企業名：㈱長野銀行小諸支店 

職業分類：普通銀行 

次週のプログラム  ： 11 月 11 日 「ロータリー財団月間によせて」 

                              Ｒ財団・米山記念奨学会委員会 

 

次々週のプログラム ： 11 月 18 日  「飯 綱 山 公 園 草 刈 」       

                 奉仕プロジェクト委員会 


