
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名中 214 名が小諸まで完走率 58％、小諸浅間 小山さん

と奥様、神津さん、掛川さん、橋詰委員長と多くの皆

様がお出迎え致しました。女子生徒は小海まで、10 月

4 日 7：00 出発、400 名 90％の完走であったとのことで

す。 

小諸警察署の前、小諸保健センターが最終地点、小

諸市からりんご 300 個、小諸市長さんがごあいさつに

みえられました。 

子供達と先生とお話しました。その中にりんごのこと

が出てまいりました。食べないで大切に持って帰る。

お守りを頂いた女子生徒にあげます。お守りを見せて

もらいました。絆創膏、のど飴、チョコレート、お手

紙でした。そして女子生徒はアップルパイを作って学

校に持ってくるそうであります。 

島崎藤村 ”初恋”  ”まだあげ初めし前髪の林檎の

もとに見えしとき前にさしたる花櫛の花ある君と思ひ

けり・・・。”小諸ならではと嬉しく話を聞きました。 

三ノ門で完走テープがいいな、105.7km 懐古園で一息

ついて帰って欲しい。温かいもの、冷たいもの、何か

あげたいな。ここまで来てくれた感動を共有したいな。 

第 89 回事故なく出来たとのこと、皆様のご意見もお聞

きしたいと思います。以上締めくくりをかね報告させ

て頂きます。 

何はともあれ本日は大勢の皆様をお迎えし、美味しい

お酒をご一緒出来ること嬉しく思います 

 

【幹事報告】黒澤 明男 副幹事    

1．米山記念奨学会より 2014 年度決算報告、事業報告

書 

2．「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金事務局より礼状 

3．小諸高校音楽科より定期演奏会開催について 

  日時 10 月 31 日（土）開場 14：30 開演 15：00 

  会場 小諸市文化会館  入場無料 

  日時 11 月 3 日（火）開場 13：00 開演 13：30 

  会場 ホクト文化ホール  入場無料 

4．例会変更 

   上田東ＲＣ 10 月 28 日（水）定刻受付あり 

     11 月 4 日（水） 定刻受付なし 

         11 月 18 日（水）定刻受付なし 

 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 神津 恭通 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 小林 貴幸君(佐久ＲＣ) 

田守 正彦君（上田東ＲＣ） 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 小諸ロータリークラブの皆様ようこそおいで頂

きました。心より歓迎申し上げます。また今日は小

諸浅間クラブの挑戦を受けて頂きましてありがと

うございました。楽しいお話を楽しみにしておりま

す。私自身プレーに参加出来ず失礼お許し頂きたい

と思います。 

10/17～18 松本で行われました地区大会、小諸ク

ラブの皆様と一緒に参加させて頂きました。  

小船井国際ロータリー会長代理、我が 2600 地区望

月ガバナーまた原ガバナーエレクト様の熱い思い

のたくさんのお話を聞かせて頂きました。 

アンサンブル・MMO、松本シティマーチングバンド

の演奏も素晴らしいものでした。ロータリーデーと

いう試み大勢の市民の皆様と松平定知先生の”日

の本一の兵・真田幸村”のお話をいっしょに聞かせ

て頂きました。 

当クラブにおいては来週の例会で地区大会報告を

計画されております。参加した皆様のお話楽しみに

しております。 

10 月 4 日第 21 回信州小諸ふーどまつり、小諸ク

ラブ様、専門を生かした無料相談会、そして小諸動

物園との出張動物園ご盛況ご成功をお喜び申し上

げます。 

同日当クラブは、山梨県立甲府第一高等学校の強

行遠足支援をさせて頂きました。 

・夜間安全蛍光タスキバンド 400 本を贈らせて頂き

ました。 

・甲府、小諸 105.7km 男子生徒 370 名、小海まで女

子生徒 400 名、父兄 700 名+同窓生 400 名=1100 名の

スタッフ、暗いころから辻々に立つ姿、ごくろうさ

まと声をかけさせて頂きながら目頭が熱くなる思

いでありました。 

10 月 3 日 PM2：00 甲府スタート男子、小諸到着 1番

目 10 月 4 日 AM1：06、2 番目 3：30、3 番目 5：50・・・ 

刻限の PM2：00 すぎて待ちました。最後の 3人、370 

◆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．１２９３  平成２７年１０月２０日  
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◆ニコ BOX    小林 秋生 委員長 

小諸ロータリークラブ               小諸浅間ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆【本日のプログラム】 「合同夜間例会」 

   

金児 進君 本日はお世話になります。 

甘利享一君 
本日は小諸浅間ＲＣさんにお世

話になります。 

掛川 勝君 本日はお世話になります。 

栁橋萬之君 親睦を深めましょう。 

樽沢清子君 協力します。 

高木暁也君 
年 2 回の合同夜間例会、楽しみ

にしておりました。 

石塚 豊君 慌ただしい毎日を送っています。 

小林 潤君 
ゴルフで優勝しました。有難うご

ざいます。 

掛川武彦君 お世話になります。 

中村 茂君  
小諸浅間ＲＣ、ＢＯＸに協力致し

ます。 

高木智彦君 お世話になります。 

竹内健一君 協力します。 

濱嶋加津男君 楽しみにしていました。 

吉澤均二君 本日は有難うございました。 

木村宗雄君 ニコＢＯＸに協力します。 

中野信之君 ＢＯＸに協力します。 

林 邦幸君 宜しくお願い致します。 

花岡 茁君 ＢＯＸに協力 

新井藤弘君 ＢＯＸに協力します。 

竹内ますみ君 

小諸浅間ＲＣの皆様本日はお世

話様です。ラッキー賞有難うござ

いました。 

松葉亮治君  

牧野直人君  

柏木君雄君  

小林秋生君 
親睦ゴルフ、合同で楽しく一日大変良

いお天気でした。 

小山盛夫君 ラッキー賞有難うございました。 

矢島栄一君 合同コンペ楽しませて頂きました。 

矢島英夫君 合同夜間例会おめでとうございます。 

小池平一郎君 夜間例会会場係、ご苦労様です。 

渡辺文夫君 合同夜間例会、楽しみです。よろしく 

湯本敏晴君 小諸ＲＣの皆様、ご歓迎致します。 

橋詰希望君 

合同コンペ小諸ＲＣ小林 潤さん優勝

おめでとうございました。同グロスの

私はブービー賞でした。夜も楽しみま

しょう。 

神津恭通君  

美齊津 明君  

渡辺頼雄君  

掛川興太郎君  

黒澤明男君  

青松英和君  

黒田説成君  

◆出席報告   渡辺 文夫 委員 

 

会員数２３名 出席義務者２１名 免除者２名    

本 日      出 席   １６名 
          事前 MU 0 名  ７６．１９％ 

前々回（9/29）    ＭＵ   0 名   ９０．４７％ 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．９   小山 盛夫君 

 

 

 

 



 

 

 

 

小諸・小諸浅間ＲＣ合同親睦ゴルフコンペ 

               望月東急ゴルフクラブ 

                 成  績  表 
 

 

 

                                                      

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏 名 OUT IN GROSS HP NET 

優勝 小林 潤 ５３ ４４ ９７ 22.8 74.2 

準優勝 青松英和 ４３ ４８ ９１ 14.4 76.6 

 ３ 中野信之 ４４ ４６ ９０ 13.2 76.8 

 ４ 依田晋一 ４９ ５３ １０２ 25.2 76.8 

 ５ 小林秋生 ４３ ４６ ８９ 12.0 77.0 

 ６ 中村 茂 ５７ ４９ １０６ 28.8 77.2 

 ７ 矢島栄一 ４２ ４３ ８５ 7.2 77.8 

 ８ 高木智彦 ５１ ５８ １０９ 31.2 77.8 

 ９ 松葉亮治 ５６ ５７ １１３ 34.8 78.2 

10 黒澤明男 ５１ ４６ ９７ 18.0 79.0 

11 柏木君雄 ４８ ４９ ９７ 18.0 79.0 

12 樽沢清子 ５４ ４９ １０３ 24.0 79.0 

13 竹内健一 ５０ ５３ １０３ 24.0 79.0 

14 吉澤均二 ４６ ５０ ９６ 16.8 79.2 

15 橋詰希望 ４７ ５０ ９７ 15.6 81.4 

16 掛川興太郎 ５９ ５５ １１４ 30.0 84.0 

次 週 のプログラム： 10 月 ２７日  地 区 大 会 報 告  

次々週のプログラム： 1１月 ３日  法 定 休 日 の為 休 会  

 

クラブ対抗戦（グロス上位 5名のスコア） 

  優勝 小諸浅間 ４５９ 

     小諸   ４８３ 

 

 


