
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員

数 

出席 M・U 欠

席 

出席率 

◆委員会報告 
 会員増強委員会  前田博志委員長 

  清水泰男会員、退会について 

次期クラブ運営委員会 小林 秋生委員長 

 本日、例会終了後委員会開催 

 来週より例会場変更（２Ｆ）について 

 

 ◆【出席報告】   黒澤 明男 委員 

 会員数 24名 出席義務者 22名 免除者 2名 

   本 日       出 席 16 名 

             事前 MU 0 名  72.73％ 

   前々回（6/9）  ＭＵ   0 名  78.26% 

 

◆ニコＢＯＸ   橋詰 希望 委員 

 

渡辺 文夫君 一年間有難うございました。 

渡辺 頼雄君 

会長はじめ役員の皆様、一年間、

本当にご苦労様です。次年度、ご

指導・ご協力の程よろしくお願い

申し上げます。 

依田 晋一君 
一年間、ご協力有難うございまし

た。 

前田 博志君 来期、宜しくお願いします。 

神津 恭通君 

渡辺会長、依田幹事さんはじめ役

員の皆様には一年間大変ご苦労

様でした。 

矢島 栄一君 
年度の最後にラッキー賞をいた

だき有難うございました。 

小林 秋生君 

年度最終の例会で節目ではあり

ますが、来月から新しい例会が始

まります。また、気分を新たに続

けたいと思います。 

美薺津 明君 
役員の皆さん、ご苦労様でした。 

誕生祝、有難うございました。 

橋詰 希望君 

今期、最後のニコＢＯＸ委員から

一言、一年間ご協力有難うござ

いました。 

小池平一郎君 

社会奉仕の為、早退致します。渡

辺会長、依田幹事一年間ご苦労

様でした。 

工藤 泰一君 来年度もよろしくお願いします。 

 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 工藤 泰一 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 手に手つないで 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

会員の皆様こんにちは。本日は私にとって最後の

例会です。無事一年を終える事ができましたこと

は、会員の皆様に支えられた賜物と、感謝いたして

おります。 

本日は、最後のお話として、2014 年度の世界の飢

餓状況についての話です。世界の飢餓人口は、世界

の 9人に 1人で、アフリカ・アジアに集中している

ということです。 

国連ＷＦＰ（国連世界食糧計画）の最新の報告に

よると、世界で 9人に 1人およそ 8億 500 万人が飢

餓で苦しんでいます。栄養不足の人口の割合が「非

常に高い」の35％以上はアフリカ4ｹ国の ナミビア、

中央アフリカ､ザンビア､エチオピアと北朝鮮、中米

の島国ハイチです。「高い」の 25％～34.9％はアフ

リカ 12 ケ国とイエメン、タジキスタン、東チモー

ルといずれもサハラ以南のアフリカに集中してい

ます。 

サハラ以南のアフリカでは、4 人に 1 人が慢性的

な飢餓に陥っています。アジアもまた、5億 2600 万

人という多数の飢餓人口を抱えています。 

一方、ヨーロッパやアメリカなどの先進諸国は、

栄養不足の人口の割合は低く、世界の食糧供給の状

況が偏っていることが解ります。 

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．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレー

ト変更について 

 7 月より１ドル１２４円（現行１１８円）に変更 

2．例会変更 

  佐久コスモスＲＣ 7月13日(月)定刻受付あり 

           7月20日(月)定刻受付なし 

【本日の配布物】 

 週報 1279 号、臨時理事会報告、2015～2016 年度上

半期会費納入お願い 

 

◆ラッキー賞 
NO．５   矢島 栄一 君 

 

◆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．１２８０  平成２７年６月３０日  



 【本日のプログラム】 「年度を顧みて」  

 

プログラムについても、「平均年齢と健康長寿」のお話を佐久総合病院名誉院長 夏川先生の講演を頂き、大変 

よい勉強が出来ました。 

会員増強については 2600 地区ガバナー中川博司様の挨拶の中で、会員の減少及び平均年齢の上昇が、組織存続 

にとって極めて重大な課題とのお話がありましたが、小諸浅間ＲＣは、お陰様で若い会員の入会があり、平均年 

齢は少々下がった状態ですが、会員一人一人がこの問題を踏まえて基本にかえり、現状を打破するために今後も、

会員全員で前進していただければと思います。次年度も、楽しく活気のあるクラブに成ります様、ご期待してい 

ます。 また、小諸浅間ＲＣの Weekly Report 一年分を振り返って見て頂ければ、講演内容や写真等沢山入って 

いて、色々勉強した事が思いおこされます。 

会員の皆様、事務局の掛川さんの色々なご指導により、大過なくクラブ運営が出来ましたことを心より感謝い 

たしております。以上「年度を顧みて」の挨拶と致します。 

 

 

  
 

 

   

  

又、クラブ協議会開催等必要な事もあったかもしれませんが、役員会で検討したなど省略してしまい、不満の 

会員が多かったのではと気にしております。  会員増強に関しては会員増強委員の皆様始め関係各位のご協力 

で初期の目標に近づき感謝の極みであります。 

  ガバナーとの会長・幹事会では奉仕活動の不足が指摘され、会期後半はその点に少々努力しましたが、次年度 

に向かって会長はじめ次年度役員が準備されている事に大変感謝しております。 

  奉仕活動は地元地域に継続して続ける事が大切であり、会員の増強に少なからず貢献される事があると思いま 

すので、頑張って欲しいです。 

 

 「一年を顧みて」 渡辺 文夫会長 

会長に就任し、お陰様で本日最終日を迎えることができほっとしています。 

毎週の会長挨拶が悩みの種でしたが、各委員長さんのご協力により、全ての行事

が順調に推移した一年ではなかったかと思います。 

 親睦を兼ねた家族納涼夜間例会、12 月のクリスマス家族夜間例会では小諸高校

音楽科の先生４名のご参加を頂き演奏をお願いし、楽しみました。その他、善光 

寺、前立本尊御開帳の家族親睦旅行、また小諸倉庫様の新しい会議室での職場例

会、職業奉仕表彰などが思い出されます。 

「年度を顧みて」 渡辺 頼雄副会長 

 黒澤委員長より、“年度を顧みて”の原稿持参のうえ出席を、と FAX 頂きました。 

今年度の渡辺文男会長の、にっこり笑顔が見えてまいりました。 

 一年間、一回も休まれずありがとうございました。ご健康で心やさしい、まじめな

会長に感謝申し上げたいと思います。 

次年度、会員の皆様に出来るだけご迷惑をおかけしないよう努めさせて頂きますの

で、ご協力、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

「幹事としての反省と感謝」 依田 晋一幹事 

幹事としての主な責務はクラブの効果的な運営を支え、会長と協力し、例会の満足度

を追求することでありますが、私は、満足度はあったと思いますが、会員皆様の感じは

如何でしたか。 

 幹事の仕事の一つは諸記録・連絡等地区への伝達事項は掛川さんに負うことが大であ 

り、感謝しております。クラブ委員長さん等々との諸協力は力不足とコミュニケーショ

ン不足で申し訳なく思っております。 

 



 
 

２０何年間の経験からして、最初が肝心な事を知っています。 

本当に楽しい会です。たくさん出てきて頂いて、その楽しさを身体に染みこませてしまって頂きたいと心か

ら思っています。 

最後に淸水さんの退会を経験したことは、本当に残念でなりませんが、また、違う形で残って頂ける道が付

けられた事も嬉しい限りです。 

来期も新しい血と巡り会える事を願っています。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 「年度を顧みて」清水泰男クラブ広報・情報委員長 

  「会報」作りのための、毎例会時の記録と月一度の「ロータリーの友」の紹介を委員会輪番でやって来ました。 

  「会報」の紙面作りは、中途から事務局の掛川さんにお願いするようになりましたが、小島 勝会員がスター 

ト間もなく栄転、退会になってしまいましたが、矢島栄一会員に大分負担をおかけしました。 

 「外」に向けての「広報」という部分では、これといって成果を上げる事はできませんでした。 

 

 

創立記念例会では、小山盛夫会員による設立当時のクラブ名の由来、バナーを決める際のエピソードを詳しく

お聞きし改めて理解致しました。 

家族親睦旅行は秋に行う予定でしたが、都合により善光寺御開帳に併せて 4 月に実施致しました。28 名の参加

で、寿量院元住職の小山健英様のご案内により境内を詳しく説明していただいた後、懇親会を富寿しで盛大に行

いました。神津恭通会員には色々ご手配をいただき厚くお礼申し上げます。また、当クラブ、元会員の間野永光

様・大島征一様にもお忙しい中、駆けつけていただき、当時の思い出話に盛り上がりました。 

いずれもクラブ運営委員、会員のご協力で実施する事が出来ました。心から感謝申し上げます。次回は東京方

面のようです。大勢のご参加を期待しています。 

 

 時間を大切にするロータリアンはクールですよ！！ 

来期も同じく委員会を担当いたします。更なるご協力と卓話者のご推薦よろしくお願いします。 

 

 

「年度を顧みて」 前田 博志会員増強委員長 

期首２２名で出発した渡邊年度です。 

長野銀行の小島支店長がご転勤されて、小林委員のご尽力で、引き続き新たに赴任さ

れた、工藤支店長に入会して頂いています。 

更に、渡邊副会長のお力を頂いて、まるひろの中込さん、そして、芳光の美齊津さん

にご入会頂く事が出来ました。 

それぞれ個性豊かな方々で力もあり、当クラブの将来の力となって頂く人材を得

られたことは嬉しい限りです。 

「年度を顧みて」 湯本敏晴クラブ運営委員長 

 当委員会は、再編前の会場親睦・ニコＢＯＸ・会計の部門を担当しました。ニコＢＯＸ

では、ビジターの方が減少しましたが会員のご協力に感謝します。親睦活動はクラブ運営

の大きな柱であり、上半期は納涼夜間例会（布引温泉（熟年の演奏とカラオケ）・合同夜

間例会・クリスマス家族夜間例会（多数の家族の参加で、演奏小諸高校教諭）下半期は新

年会・創立夜間例会・合同夜間例会を計画通り実施致しました。 

 

「年度を顧みて」 黒澤 明男出席・プログラム委員長 

会員卓話を多く組みたいとした当初の目的は達成できたと自己満足しております。

ご協力をいただきました、青松・前田・黒田・橋詰・小池会員に感謝申し上げます。

工藤・中込・美才津会員の自己小伝楽しく拝聴しました。また、卓話者をご紹介され

ました、橋詰・矢島（英）会員に御礼申し上げます。 

来期は卓話開始時間＜１３時＞を守ることを目標とします。 

「年度を顧みて」 矢島 栄一奉仕プロジェクト委員長 

奉仕プロジェクト委員会が担当した今年度の主な活動内容は以下のとおりです。 

 (1) 職場例会の開催（10 月） 

 (2) 飯綱山公園の整備（9月、11 月、6月） 

 (3) 職業奉仕賞の表彰（6月） 

その内容につきましては 



 (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。 

  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のご説 

明をいただき、会員一同たいへん勉強になりました。会員の皆様にはたいへん思い出に残る職場例会にな 

ったものと思います。    

 (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、秋には９月と 11 月に続けて実施しました。また、今月の 

23 日には梅雨の晴れ間がのぞき、その間に行うことができました。今年の長雨に草もたくましく成長して 

かなりハードが作業ではありましたが、皆さんの気合と団結力をもって短時間のうちに終了させることが 

出来ました。 

(3) 職業奉仕賞の表彰では、昨年 11 月に卓話を戴いた大手門公園小諸市民ガーデンの施設長名小路雄さんに受 

賞していただきました。国土交通大臣賞を受賞した停車場ガーデンに関する活動が評価のポイントになっ 

たわけですが、この活動に関わられた多くの皆様のご尽力に対しても敬意を表するとともに今後さらなる 

地域貢献にご期待を申し上げたいと思います。 

  一年間、委員会を支えてくださった委員ならびに会員の皆様のご支援・ご協力にあらためて感謝申し上げます。 

 

 

 米山の寄付金が年々減少しているため、寄付増進のお願いをした。普通寄付一人 3,000 円以上、特別寄付 

一人 20,000 円以上のお願い。 

米山月間に韓国からの奨学生 鄭賢姫（チョンヒョン）さん例会訪問、卓話を聞きました。 

 

 

≪退会挨拶≫    

   清水 泰男会員 

  来期のスタートに向けての準備で大変な時期に、ご迷惑をお掛けし申し訳ない気持ちでいっぱいなの 

ですが、わがままを言って退会させて頂く事になりました。突然ではありますが、私の中ではかなり前 

から考え悩んだ末の結論ですので、どうかお許し下さい。 

 皆様方には、長い間仲間として親しくお付き合い頂き、いろいろな事を教えて頂いたり、勉強もさせて 

頂きました。 余りに長かったので、いろいろな思いが去来します。正直なところとても寂しいです。 

 本当は、今日の今期最終例会に出席し、皆様方にお礼のご挨拶を申し上げるべき所ですが、都合でこん 

な形になり、申し訳ございません。 

 感謝の気持ちを込めて、心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 小諸浅間ロータリークラブの今後のますますのご発展と皆様方のご活躍、ご健勝をお祈り致します。 

ありがとうございました。 

追伸 

 27 年余のすっかり身に染み付いた習性から、この先火曜日のお昼頃、もし音羽さんの周辺を徘徊して 

 いる私を見かけるような事がありましたら、必ず声をかけてやって下さい。ボケないように頑張ります。 

 これからもよろしくお願いします。 

次 週 のプログラム： ７月７日 「新役員抱負」 会長・副会長・幹事           

次々週のプログラム：７月 １４日  「各 委 員 長 挨 拶 」 各 委 員 長            

「年度を顧みて」 掛川興太郎ロータリー財団・米山記念奨学会委員長 

 ・ロータリー財団 

   ロータリー財団の地区方針。目標を会員の皆さんに伝え、理解と協力を得、一 

 人平均 150 ドルの達成に努力する。また、松本大学で行われたロータリー財団 

セミナーに出席し、「未来の夢計画」を理解推進する。 

 ・米山記念奨学会 


