
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員

数 

出席 M・U 欠

席 

出席率 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

１．週報 

   南佐久、上田西、東御ＲＣ 

【本日の配布物】 

 週報 1268 号、理事会報告 

 

◆ラッキー賞 

NO．１２   黒澤 明男 君 

 

◆ニコＢＯＸ   神津 恭通 委員 

 

渡辺 頼雄君 
ガールスカウトの太田さん、ご苦

労様です。 

黒澤 明男君 ラッキー賞、有難うございます。 

前田 博志君 席亭アイカム宜しくお願いします。 

青松 英和君  本日のそば会楽しみです。 

小林 秋生君 

春のお天気 20℃、大変暖かいで

す。夕刻は親睦そば会です。お楽

しみの程。 

渡辺 文夫君 

青少年活動報告としてガールスカ

ウト長野 17 団委員長太田利律子

様、ご苦労様です。 

小山 盛夫君 職業奉仕の為、早退します。 

神津 恭通君 ニコＢＯＸ担当者として。 
 

◆【出席報告】   黒澤 明男 委員 

本 日 3 月 17 日 24 20 事前０名 4 82.61％ 

前 々回 3 月 3 日 24 20 事後０名 4 81.82％ 

    

「助成金贈呈」  

  

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 黒澤 明男 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それこそロータリー 

◆ｹﾞｽﾄ 太田利律子様 

（ガールスカウト第 17 団員長） 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 3 月に入り、ようやく春らしく感じられる様に

なって来ました。今年は、雪が降りましても、その

あと暖かい日が有り、雪が消え、雪で困った日が少

なかった様な気がします。もう一息で、春が来ます。

元気を出しましょう。 

本日は青少年活動報告としてガールスカウト長

野１７団、団委員長 太田利律子様に卓話にいらし

て頂きました。大変にご苦労様です。よろしくお願

い致します。 

傍目八目と云う諺が有りますが、問題の渦中にい

ては、解答が返って見つからないことをいう様で

す。学生が、試験場で一生懸命考えてもどうしても

思い出せなかった問題の答えが、試験場を出て外の

空気を吸った途端に思い出せた、ということがある

のは、試験場の外に出て問題の渦中にいなくなるか

ら、自分の心が解けて自由自在の知恵が涌いて思い

出されるということだそうです。 

私も近頃年のせいもありますが、人の名前を忘れ

る事が多くなり、その場を離れた途端に思い出すこ

とが度々あるのもそれと同じかと振り返って思い

ます。 

何か問題がおこって来た時は、問題から離れて心

静かにその問題の解決の方法を考えれば、屹度良い

考えが浮かんで来ると思います。お互いに、何時も

冷静に心静かに考えることが必要かと思います。 

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．１２６９  平成２７年３月１７日  



【本日のプログラム】 「青少年活動報告」 ガールスカウト長野 17 団 団委員長 太田 利律子様  

「2014 年度 活動報告」 

 

 

  

 

４ 6 入団説明会  集会、入門コース 小諸市文化センター 

 17 東信地区協議会 小諸市与良館 

 19 春の呈茶・ユニセフ募金活動・リーダー団委員会 小諸市懐古園 

５ 11 入団式・第 17 団総会 小諸市文化センター 

 17 親子ワクワクフェスティバル 小諸市南城公園 

 22 東信地区協議会 小諸市与良館 

 24・25 ライオンズクラブ地区年次大会お手伝い （リーダー会） 小諸市文化センター 

 31 環境美化ゴミゼロ運動参加 小諸市御影新田 141 号線上 

  長野県連盟総会 諏訪湖ハイツ 

６  6 団委員会・リーダー会 小山 圭宅 

 19 東信地区協議会 八ｹ倉小諸店 

  22 薬物乱用防止キャンペーン イオン佐久平 

  28 キャンプテント訓練（ジュニア） 佐久市 28 団 

７ 17 団委員会 小山 圭宅 

 19~21 ジュニアキャンプ（栄村）50 周年記念事業 下水内郡栄村 

  24 東信地区協議会 小諸市与良館 

 25~27 第 17 団キャンプ 小諸市みはらし交流館 

８ 12・13 第 17 団シニア、レンジャーキャンプ 北相木村長者の森 

  23 リーダー団委員会 小山 圭宅 

９  4 東信地区協議会 小諸市与良館 

  27 ボラフェスタ  楽器演奏 小諸市文化センター 

１０  5 成人ギャザリング 戸隠 

  10 東信地区協議会 小諸市与良館 

  12 小諸市公民館まつり 小諸市文化センター 

  19 リーダー養成講習会 上田市ふれあいセンター 

１１  8 指導者研修会（出前研修） 東御市中央公民館 

 28 リーダー団委員会 小山 圭宅 

 30 団委員長研修会   東信地区協議会 塩尻市総合文化センター 

１２  6 50 周年事業実行委員会  井出愛希子、瀧川リーダー 小諸市与良館 

  7 ふれあいまつり    楽器演奏 小諸市糠塚園 

 14 クリスマス会     キッズラリー 小諸市文化センター 

  26 リーダー団委員会 小山 圭宅 

１  18 団連絡会 塩尻市総合文化センター 

  24 東信地区リーダーズクラブ 上田市中央公民館 

  25 第 17 団新年会 小諸市与良館 

 31・1 ブラウニーラリー   雪の体験（50 周年記念事業） 高藤青少年自然の家 

２ 15 シンキングデー 小諸市荒町館 

  20 東信地区協議会 小諸市与良館 

  28 第 17 団 40 周年記念旅行 ディズニーランド 

３  11 小諸ロータリークラブで活動報告 小諸グランドキャッスルホテル 

  17 小諸浅間ロータリークラブで活動報告 日本料理 音羽 

  22 長野県連盟結成 50 周年記念式典 松本市音楽文化ホール 

  29 フライアップ式 小諸市文化センター 

   29 小諸ライオンズクラブ環境保全の日清掃活動参加 佐久平駅周辺 

次 週 のプログラム： ３月２４日 「近 況 報 告 」 小 諸 高 校 音 楽 科 先 生                          

次々週のプログラム： ３月 ３１日  定 款 による休 会  

            


