
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

１．2600 地区 職業奉仕委員会より地区職業奉仕セミナ 

ーについて 

  日時  2 月 21 日（土）13 時より 

  場所  ホテル中村屋（塩尻市） 

  テーマ ロータリークラブの職業奉仕の実践はい

い会社を作ること 

  基調講演講師 ㈱八十二銀行 常務取締役  

太田 英行氏 

  義務出席者 職業奉仕委員長、次期職業奉仕委員

長、会長、次期会長 

2．東信第一グループ 長岡秀秋ガバナー補佐、東信第

二グループ 柄澤 堯ガバナー補佐より「ＩＭ・会

員セミナー」開催案内 

  日 時  2 月 14 日（土）13 時～18 時 

  場 所  ささや（上田市） 

  登録料  3,500 円（全員登録） 

3．丸子ＲＣより 地区大会で「カンボジア孤児院の教

育支援活動支援」礼状 

4．比国育英会バギオ基金より「2013 年度事業報告書と

基金への寄付お願い」  

5．週報  

   上田、上田東、東御ＲＣ 

・当クラブ、12 月 23 日法定休日の為休会、12 月 30 日

休会 

【本日の配布物】 

 週報 1256，1257 号、理事会報告、ＩＭ・会員セミナー案内 

 

◆ラッキー賞 

NO．15   矢島 英夫 君 

 

 

 

   

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 中河 邦忠 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 手に手つないで 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 大寒波が次々と来る中、本日は上半期最終日の例

会を向かえました。試行錯誤を繰り返して居るうち

に、無事 6か月を経過致しましたことは、会員皆様

のご支援ご協力の賜物と、厚く御礼申し上げます。 

下半期も変わらずご支援ご協力の程よろしくお

願い申し上げます。来年 1月 6日までお会い出来ま

せんので、どうかお体には充分に注意していただき

まして、1 月 6 日には、元気なお顔を合わせたいと

思います。 

本日は、「高齢者は何歳からか」と云う記事が新

聞等に出ていますので、そのことお話を致します。

平均寿命が伸びて、定義を見直す動きが出てきてい

る様です。超高齢者社会の日本、現在、国などは高

齢化率を計算する基準を、65 歳以上としている様で

すが、平均寿命が延び、就労やボランテア活動など

で、積極的に社会参加する人が多く、また豊かな知

識と経験を持つ人材は、貴重な宝、元気に活躍して

頂きたいということで、内閣府が 35 歳～64 歳まで

の男女 6000 人を対象に行った調査では、一般的に、

高齢者だと思う年齢を聞いた所「70 歳以上」と答え

た人が 42％とでています。長野県阿部守一知事は、

75 歳に引き上げることを検討している様です。 

以上会長挨拶です。ありがとうございました。 

 

◆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 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

       

NO．１２５８  平成２６年１２月１６日 
 

次週のプログラム  ： １２月 ２３日  法 定 休 日 の為 休 会  １２月 ３０日  休 会  

次々週のプログラム： 1 月 ６日  新 年 抱 負 （会 長 ・副 会 長 ・幹 事 ）年 男 決 意 表 明 （湯 本 敏 晴 会 員 ） 

                           



◆ニコＢＯＸ   工藤 泰一 委員 

   

 

 

 

 

 

◆【出席報告】   小山 盛夫 委員 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  上半期を顧みて 

      

    裕幸さん、（有）芳光社長 美齊津 明さんの入会が決まりました。ありがとうございました。 

プログラム委員会に関しましては、黒澤明男委員長の御尽力により、多彩なゲストをお招きし、特に佐 

久総合病院 名誉院長 夏川周介先生の卓話、佐久学園 理事長 盛岡正博先生の卓話は、大変素晴らしく 

会員一同、勉強させて頂き感謝致します。 

先日のクリスマス家族夜間例会も、小諸高校音楽科の先生４名の演奏を交えた、楽しいひと時を過ごさ 

せて頂きました。   

上半期を顧みて、順調に推移したのではないかと思いますが、下半期の課題として繰り越した家族旅行 

が残っておりますので、クラブ運営委員会の委員の皆様方、良い場所を選定して下さればと思います。 

上半期、順調に推移致しましたのは、役員理事と会員一同、事務局の掛川さんの御尽力の賜物と感謝致 

します。ありがとう御座いました。   

     

    各クラブ積極的に奉仕プロジェクトを行っております。 

2 年、3 年～長期に渡る奉仕活動を計画推進が求められております。 

2015～16 年度がロータリー財団地区補助金申請期限は 2015 年 3 月 16 日です。 

橋詰 希望君 

孫の病気の疑いが本日、無

いとの事で安心しました。家

内の母親を冬の間だけ預か

り、家族が増えました 

矢島 英夫君 
今年最後、しめくくりラッキー賞、

いただき有難うございました 

渡辺 文夫君 
会長として、無事 6 か月経過致し

ました。有難うございます 

渡辺 頼雄君 
美齊津さん、入会おめでとうござい

ます 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日 12 月 16 日 ２４ ２０ 事前０名 ４ ８１.８２％ 

前々回 12 月 2 日 ２４ １９ 事後１名 ５ ７７.２７％ 

  渡辺 文夫 会長 

８月の親睦を兼ねた、家族納涼夜間例会は、「布引温泉こもろ」で、新しい試

みで無事、楽しく行われました。10 月の職場例会は、神津会員のお計らいで小

諸倉庫（株）の新しい会議室での例会でした。お蔭様で、大変有意義な勉強が

できました。 

 最重要課題の会員増強に関しましては、会員増強委員長 前田さんの指導の

下、若手３名、長野銀行小諸支店長 工藤泰一さん、（有）まるひろ社長 中込 

渡辺 頼雄 副会長 

 渡辺文夫会長を支えるお役を頂いたのですが、支えて頂いた半年間であったと

思います。これから風邪などひかぬよう後半も宜しくお願い致します。 

 12 月 7 日ロータリー財団 2600 地区補助金セミナーに行って参りました。 

* ロータリー財団への寄付→その一部が地区補助金として活用される。 

* 奉仕プロジェクト→実施計画→2600 地区に申請→実施→補助金の配分  

の流れになります。 



     

     かと思います。 

      ロータリークラブは親睦を大切に奉仕活動をするのが目標でありまして、親睦はまあまあとしまして、 

     奉仕活動を、もう少し考えなければならないのではないかと思っているこの頃であります。 

      幹事は、会長に協力して、クラブのロータリー活動を円滑に促進する為の役割がありますが、残りの 

     半年でより良きクラブ運営に努力をしなければならないと気を張っております。 

      次年度役員が現在、発表されており、次年度の計画に意気込んでおられますが、私は今年度、ガバナ 

     ーに奉仕活動の件、考えましょうと注文されておりますので、来年度に地区資金を有効に使った奉仕活 

     動が行われますよう、今から、関係皆様に協力、応援し、準備態勢を作る様に声掛けて行きたいと思っ

ております。その節は宜しくお願い致します。 

       

     

 

  

    ブに於いてプレーし、夜は親睦会でより一層の親睦を深めました。 

     又、先日のクリスマスお楽しみ会には、４３名の参加で、小諸高校の音楽科の先生たちによる演奏会と 

    歌を楽しんでいただきました。 

     親睦旅行の参加者が予定に達しなかった為に、残念ながら延期致しました。次の機会には是非、ご参加 

    下さいますようお願い致します。 

     会長始め役員又会員の方々には、ご協力いただき感謝致します。下期もどうぞ、宜しくお願い致します。 

 

  依田 晋一 幹事 

 お蔭様にて、幹事の仕事も半年を終わろうとしております。ご協力に感謝 

申し上げます。 

 私の仕事は会計も含めて 80％、掛川さんにしていただいておりまして、

改めて掛川さんに、お礼申し上げる次第であります。 

 ロータリークラブは、何している団体なのか、と云われ奉仕団体ですと答

える程度でそれ以上、明確な答えを出来るに窮するのが今の、現状である 

 クラブ広報委員会 清水 泰男 委員長 

 当委員会は、会報を毎週発行するための例会の記録とロータリーの友の紹

介のため、４人の委員でローテーションを組んでやって来ました。途中、小

島 勝会員が栄転、退会したため、３人での取り組みになりましたが、下半

期も頑張って行きます。 

 なお、会報の紙面作りは、事務局の掛川さんにお願いしております。 

 以上、よろしくお願いします 

 クラブ運営委員会 湯本 敏晴 委員長 

 親睦活動は、クラブ運営の大きな柱であると考えますので、ご家族を含め、 

奮って大勢のご参加をお願いします。 

 ８月の納涼夜間例会は、４０数名のご参加により布引温泉こもろで行い、 

温泉に入り、シルバー艶歌による歌と演奏をお楽しみいただきました。 

 １０月には、小諸ＲＣとの合同夜間例会を行い、昼間は大浅間ゴルフクラ 



     

 

     

(1) 職場例会の開催は、神津会員のご厚意により小諸倉庫様の新築間もない事務所の２階会議室で行な

わせていただきました。建物の立派さは言うまでもありませんでしたが、神津会員や上原社長の卓話を

通して、当社の創業から今日に至るまでの 110 余年に亘る歴史について、その当時の貴重な資料も合わ

せて垣間見させていただき、会員一同たいへん勉強になったことと思います。 

メンバーから「定例的にこちらでやっていただけないか」といった冗談も飛び出すほど、皆さんそれ

だけ心地良い時間が過ごせたということではないかと感じました。 

     (2) 飯綱山公園の整備では、従来は半年に一度のペースで行なっていましたが、草刈り等の作業がきつ

くやり残してしまうところもあったりすることから、今回は月を跨いで９月と 11 月に続けて実施しまし

た。その甲斐もあって、かなりの藪になっていたところもきれいに片付き、時間的にも効率化が図れた

と思います。 

     主な活動内容で残るものは、職業奉仕賞の選定と表彰になりますが、皆様のご協力を戴きながらできる

だけ前年に引き続いて対象者を選出したいと考えています。 

 

     

        

 出席・プログラム委員会 黒澤 明男 委員長 

 例会出席のためにスケジュールを調整し、職業奉仕の次に例会出席を優先

して下さい。 

 プログラムによって例会の楽しさが決まります。会員卓話を多くして例会

がゴールデンタイムになるよう編成に努めました。下半期も会員の皆様のお

話しを楽しみにしております。ご協力よろしくお願いします。 

 

 奉仕プロジェクト委員会 矢島 栄一 委員長 

 奉仕プロジェクト委員会の今年度活動予定の中で、上半期に実施させ

て頂いた主なものは次の２点です。 

 (1) 職場例会の開催 

 (2) 飯綱山公園の整備（年２回） 

その内容につきましては 

 ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 掛川興太郎 委員長 

  ロータリー財団としては、 

   11 月はロータリー財団月間として地区方針・目標を会員に伝え、理解と 

   協力をお願いする。 

   また、ロータリーカード、新規加入をお願いする。 

  米山記念奨学会としては、 

   会員に寄付増進をお願いする。 

   米山月間には韓国からの米山奨学生、鄭賢姫（ﾁｮﾝﾋｮﾝﾋ）さんの卓話を 

   実施 


