
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れます。 

9 月 6 日、八幡宮例大祭と八朔相撲が行われます。 

桑原邦夫さん、小山登さん、髙橋正昭さんのお話、 

応援頂く事、とてもありがたい事です。宜しくお願い

しますとの事であります。 

もう一つ”第 89 回甲府第一高等学校強行遠足” 

10 月 3 日ｐｍ2：00～10 月 4 日ｐｍ2：00 に行われます。 

参加者を調べました。3学年で女生徒 420 名、男子生

徒 370 名、小諸まで到着出来る人男子 370 名中 80％～

70％とのことです。野辺山ではしじみ汁を頂いていま

す。臼田の依田様からはりんごを頂いています。 

ご支援頂けることとてもありがたいことです。 

よろしくお願いしますとの事です。 

 

【幹事報告】  前田 博志 幹事 

１．望月宗敬ガバナーよりロータリー財団セミナー・

米山奨学地区セミナーの案内 

  ・米山奨学地区セミナー 

    日時 8 月 29 日（土）10：00～16：10 

    場所 松本大学 

    参加者 米山奨学担当者、入会間もない方 

・ロータリー財団セミナー 

    日時 8 月 29 日（土）13：00～16：30 

    場所 松本大学 

    参加者 会長、Ｒ財団委員長または幹事、Ｒ

財団委員 

２．クラブ計画書 

    千曲川、佐久コスモスＲＣ 

３・例会変更 

     千曲川ＲＣ 8 月 12 日（水）定刻受付なし 

上田ＲＣ  8 月 17 日（月）定刻受付なし 

           8 月 31 日（月）定刻受付あり 

４．週報 

   千曲川、佐久コスモス、上田、上田東、上田六

文銭ＲＣ 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 小林 秋生 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 我らの生業 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

“小諸八幡宮八朔相撲”についてお話させて頂き

ます。 

7月22日、神津恭通さんと勉強してまいりました。 

小諸市八幡町の小諸八幡宮で毎年 9 月の第１日曜

日、陰暦の八月朔日(１日)今年は９月６日に開催さ

れるとのことであります。 

1691年(元禄4年)時の小諸城主であった”石川能

登守”の命により奉納相撲として始められたとさ

れます。 

今日まで 320 年余、由緒ある伝統行事として受け

継がれており、小諸指定重要無形文化財に指定され

ております。 

文化財とは 昭和 25 年、文化財保護法の規定に

よる文化財で、重要なものを指定し、その保存及び

活用を行う。小諸市教育委員会は国又は県が指定す

る文化財以外の文化財を指定する。小諸市重要無形

文化財は演劇、音楽、土芸、美術、その他無形の文

化財となっております。 

勉強してみますと小諸には 50 位の文化財が所在

しており、8 月 4 日にお世話になりますが、小諸市

北国街道ほんまち町屋館は国登録有形文化財とい

うことであります。 

八朔相撲をお世話している皆さん、㈱小山商会 

小山登会長さんを中心に小諸八幡宮総代髙橋正昭

さん、そして当クラブのチャーターメンバー桑原邦

夫さん、与良地区、荒町地区の皆様が中心になって

取り行われております。 

8 月 30 日、皆さん総出で土俵作りが行われます。 

8月 31日～9月 3日まで子供土俵入り練習が行わ 

◆会 長 / 渡辺 頼雄    ◆副 会 長 / 掛川興太郎 

◆幹 事 / 前田 博志    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

◆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．１２８４  平成２７年７月２８日  

 

2015～2016 年度 

国際ロータリーのテーマ 



 ・来週 8月 4日プログラムは納涼夜間例会です。18 時よりほんまち町屋館 

≪本日の配布物≫ 

週報 1283 号、理事会報告、2015～2016 年度予算書、2015～2016 年度委員会構成表、充填・未充填職業分類一覧

表、会員候補者推薦お願い、クラブ計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ニコ BOX  小林 秋生 委員長 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【本日のプログラム】 「会員増強について」会員増強委員会 小池平一郎委員長 

  

     

             

 

 

渡辺 頼雄君 
今日で一ヶ月が過ぎます。今後

も宜しくご協力、下さいますよう 

前田博志君 納涼会、宜しくお願いします 

矢島 英夫君 

ラッキー賞有難うございます。今

年は度々、当たるのでラッキーな

事がありそうです。 

美齊津 明君 前田先生お大事に・・・ 

橋詰 希望君 
先週は職業奉仕の為、遅刻し申

し訳ありませんでした。 

小池平一郎君 
ラッキー賞を引かせて戴きまし

た。卓話致します。 

小林 秋生君 

今年の夏は大変な猛暑になって

おります。皆さん、熱中症に気を

つけて励みましょう。 

次 週 のプログラム： ８月 ４日  「納 涼 夜 間 例 会 」 クラブ運 営 委 員 会  

次々週のプログラム：８月 １１日  定 款 による休 会  

 

充填・未充填職業分類一覧表を配布致しました。参考にして下さい。 

 ロータリアンは新会員を推薦する義務があります。 

 ただし、会員増強は無理せず、クラブにあった増強を目指しましょう。 

 本日、会員候補者推薦のお願いをお配りしましたので、よろしくお願い致し 

ます。会員一人ひとりの情熱と努力に期待しつつ。 

◆委員会報告 

 2014～2015 年度 出席・プログラム委員会  

黒澤明男委員長 

 2014～2015 年度 年間皆勤者（敬称略） 

 黒澤 明男 橋詰 希望 依田 晋一 

小池平一郎 矢島 栄一 渡辺 文夫 

小林 秋生 湯本 敏晴  

 

クラブ運営委員会  小林 秋生委員長 

 委員会の当番について 

 

神津恭通会員 

地区奉仕活動の説明 

①八朔相撲 ②甲府第一高校強行遠足 

 

 ◆【出席報告】   黒澤 明男 委員 

 会員数 ２３名 出席義務者 ２２名   

免除者    １名 

  本 日        出 席    １８名 
           事前MU １名 ８１．８２％  

前々回（7/14）    ＭＵ  0 名 ８５．７１％ 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．１３  矢島 英夫君 

 

 


