
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また何歳まで働く必要があるかの質問では、イタリ

ア、オランダが 67 歳と最も高く、全体の平均は 63 歳

で、日本は 60 歳と、23 ケ国地域で唯一、働きたいと思

う年齢を下回りました。ランスタットは日本では、仕

事を生活の中心と捉え働くことで、社会とつながりた

い人が多いと分析しました。日本で、職種ごとに何歳

まで働きたいかを聞いたところ、管理職は64歳となり、

事務職や生産技術職は 63 歳で、男女別では、男性 63

歳に対して、女性は 60 歳となっていました。 

以上会長挨拶です。ありがとうございました。 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

1．第 2600 地区 森川情報・広報委員長よりＴＶのＣＭ

放映日程決定について 

  1 月 25 日から 2月 22 日の約１か月、長野県内民放

4局で放映  

2．例会変更 

  佐久コスモスＲＣ 2 月 9 日(月) 定刻受付あり 

           2 月 16 日（月) 定刻受付なし 

軽井沢ＲＣ    2 月 16 日（月) 定刻受付あり 

  蓼科ＲＣ     2 月 18 日（水）定刻受付あり 

小諸ＲＣ     2 月 11 日（水）定刻受付なし 

  千曲川ＲＣ    2 月 11 日（水）定刻受付なし 

3．週報 

   上田、上田西、東御ＲＣ   

4．㈱クマヒラより「抜萃のつづり 74」 

【本日の配布物】 

 週報 1262 号、ガバナー月信 8 号、創立夜間例会案内 

 抜萃のつづり 74 

 

 ◆ラッキー賞 

   NO．１１   中込 裕幸 君 

 

 

 

 

 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 矢島 英夫 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代  誕生日の歌 

 

◆誕生祝 

 黒田説成会員 前田博志会員 青松英和会員 

◆結婚祝 

 矢島栄一会員・まゆみ夫人 

◆皆勤祝 

 矢島栄一会員 ７回 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

今日２月３日は節分です。節分とは、季節を分け

ると云う意味が含まれています。次の日の２月４日

は立春です。節分は、不幸や災いが無く、これから

一年無事に過ごせます様にと願いを込めて「鬼は

外、福は内」と煎った大豆を投げるのが正式の様で

すが、現在は、大豆の代わりに落花生を投げるのが

一般的の様です。 

本日のプログラムは中込裕幸会員の自己小伝で

す。どんなお話になりますか、期待しています。よ

ろしくお願い致します。 

国別で、何歳まで働きたいかという調査を、外資

系の人材サービス会社ランスタットが、23 ケ国の、

18歳～65歳の男女計 20万人を対象にインターネッ

ト上で実施、昨年 11 月に公表し、日本は約 8500 人

が回答しました。日本は平均 62 歳､オランダ 62 歳、

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 61 歳、ドイツ 60 歳、フランス 60 歳、アメ

リカ 57 歳、中国 52 歳となっています。全体の平均

は 58.2 歳で、日本は約 4歳上回っています。 

 

◆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．１２６３  平成２７年２月３日 
 

次週のプログラム：  ２月１０日  「自 己 小 伝 」   工 藤  泰 一 会 員                          

次々週のプログラム：２月 １７日  「ＩＭ・会 員 セミナー報 告 」 



◆ニコＢＯＸ   両川 栄 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆【出席報告】   中河 邦忠 委員 

 

【本日のプログラム】  「自己小伝」  中込 裕幸会員 

  

ロー気味に生きてきた私には工場勤務が性に合わず休みがちな勤務状態でした。 

２０歳を機に車、トラックに興味があった私は浅間技研工業株式会社を退社し東御市の丸協運輸株式会社に 

入社いたしました。入社後は４トン車に乗務しながら教習所に通い大型免許を２１歳の誕生月に取得し大型ト 

ラックの乗務を果たしました。新車の大型トラックを乗務させていただき大好きなトラックで日本列島旅烏の 

ように仕事で走りまわりました。 

そんな中２３歳の６月頃に転機が訪れ赤帽をやってみてはと父に言われ同年７月末日に丸協運輸株式会社を 

退社して同年８月１日から赤帽まるひろ急便として独立起業いたしました。 

独立開業後は、仕事もなく佐久赤帽センターにて仕事が出るのを待ち続ける毎日でした。収入は激減、丸協 

運輸時代の給料６分の１程度になり途方に暮れる毎日でした。しかし３ヶ月後位に日本通運株式会社様のペリ 

カン便集配の仕事が直受けで入り、それからの毎日は決して高収入ではありませんがある程度は安定しながら 

仕事をしていくことができました。この時ペリカン便の集配には赤帽は関係ないということで赤帽を早々に脱 

退、まるひろ急便として新たに開業していました。ただこの仕事３６５日休みがなく浅間技研工業時代の仕事 

嫌いの私が３年程は休まずに仕事していました（笑） 

その後、商売長く真面目にやっていればと言うことなのか、こんな私にも知り合いや地元企業様から依頼が 

入り徐々に軽自動車のみではありますが増車をしながら業務を拡大していきました。 

さらに今から１０年前に一般貨物自動車運送事業の許可を取得して軽車両１０台、一般車両１７台を３年前 

に取得した新事務所にて青果物、精密機械、食品、航空集配貨物等々他業種にわたり２５名の社員がフル稼働 

中です。私生活でも父、母、愛妻と一男一女の子供たちと和気藹藹と生活しております。 

最後に、新規立ち上げの我社（私）がそれなりの会社（私）になり市内の名士の皆様のお仲間に入れていた 

だき感謝しております。これからも初心を忘れずに奮闘していきたいと思います。 

矢島 栄一君 

結婚祝、皆勤祝をいただきまし

た。今年結婚 20 周年を迎えま

した。 

渡辺 文夫君 
中込さん自己小伝、宜しくお願

い致します。 

黒田 説成君 
誕生祝、ありがとうございまし

た。 

前田 博志君 誕生祝、ありがとう 

渡辺 頼雄君 
中込会員のお話、楽しみに聞

かせてもらいます。 

中込 裕幸君 
ラッキー賞、ありがとうございま

した。 

小林 秋生君 

アルティスタサッカーチームが

今期の選手補強を大学サッカ

ー部より 6 名入ります。３月か

ら始動しますが、今年は特にＪ

１松本山雅との提携も致しまし

た。 

中河 邦忠君  今月、ニコＢ０Ｘ担当の為 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日 ２月３日 2４ ２１ 事前０名 ３ ８５.７１％ 

前々回 1 月２０日 2４ ２１ 事後０名 ３ ８５.７１％ 

長野県小諸市生まれ小諸市育ち小諸市在住の４５歳。 

父は旧国鉄時代からのＪＲバスの運転手、母は専業主婦の家庭に弟一人、妹一人

の長男として育ちました。 

地元の坂の上小学校、芦原中学校、小諸商業高等学校と進学後に地元にある浅

間技研工業株式会社に入社。学生時代からあまり勉強もせず自由気ままにアウト


