
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯協会連合会から防犯栄誉銅賞を受けられたとござ

います。また市内の保育園や幼稚園、小学校で開く

交通安全教室で使う信号機を贈るなど、子どもの安

全活動をされておられる。 

”今後も安全な地域作りに協力していく”とお話も

のっております。 

ロータリアンのお手本であるとたいへん誇らし

く、嬉しく思った次第であります。 

 

【幹事報告】黒澤 明男 副幹事    

1．望月宗敬ガバナーより地区大会礼状 

2．第 8回全国 RYLA 研究会開催について 

 日時 2016 年 1 月 31 日（日）10：：00～17：00 

 場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

3．例会変更 

 上田ＲＣ    11 月 9 日（月）  定刻受付あり 

     11 月 23 日（月）  定刻受付なし 

 上田六文銭ＲＣ 11 月 17 日（火）  定刻受付あり 

         12 月 15 日（火）  定刻受付あり 

 丸子ＲＣ    11 月 12 日（木）  定刻受付あり 

         11 月 19 日（木）  定刻受付あり 

4．週報 

  南佐久、上田、上田東、上田西、上田六文銭、東

御ＲＣ 

・来週 11 月 3 日は法定休日の為休会 

・11 月 10 日（火）飯綱山公園草刈 

≪本日の配布物≫ 

 週報 1292・1293 号、理事会報告、米山記念奨学会豆

辞典 

 

◆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   １５名 
          事前 MU 3 名   ７1．４３％   

前々回（10/20）    ＭＵ   0 名   ７６．１９％ 

 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 神津 恭通 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 10 月 25 日、小諸市制施行 60 周年記念式典並び

に新市庁舎等及び新ごみ焼却施設完成式典に行

ってまいりました。 

昭和 29 年（1954 年）4月、新小諸町（小諸町、

北大井村、大里村、川辺村）と三岡村、南大井村

が合併、小諸市制施行、小山邦太郎氏初代市長。 

昭和 32 年（1957 年）御代田町の一部、乗瀬・

水出地区を編入。 

昭和 34 年（1959 年）東部町から芝生田・押出・

井子・糠地地区が分町合併とあります。 

6 町村と 7 地区の合併、先人の知恵とご苦労が忍

ばれます。 

初代市長 2年、2代目町田増夫市長 16 年、3代

目小山威雄市長 4年、4代目塩川忠巳市長 20 年、

5代目小林俊弘市長 8年、6代目芹沢勤市長 8年、

そして柳田剛彦市長、時代の流れそれぞれの市長

の行政、いろいろな角度からの想いが皆様にもお

ありと思います。60 年の歩み、これからの小諸市、

感慨深い式典でありました。 

第 4代塩川忠巳元市長、98 才名誉市長、矍鑠と

挨拶をされました。 

小学校の子供達が市民憲章を朗読してくれまし

た。 

小諸高校の音楽、美南が丘小学校の合唱、子供達

の未来とコンパクトシティ小諸の未来が大きく

輝いて欲しいと願いながらいってまいりました。 

10 月 23 日の小諸新聞に、我がクラブ青松英和

様の授章の写真がのっておりました。自主防犯活

動や地域の安全活動に貢献された功績で全国防

◆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．１２９４  平成２７年１０月２７日  
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◆ニコ BOX    矢島 栄一 委員 

 

 

◆【本日のプログラム】 「地区大会報告」 

   
の試みであり、一般公開は松本シティーマーチングバンドのマーチングオンステージから始まり、青少年アワー、

米山学友カミングスピーチ（米山学友林成龍ｲﾑｿﾝﾖﾝ）そしてメインの松平定知先生による「日の本一の兵」真田幸

村の記念講演を拝聴しました、参加市民の皆様にとって素晴らしいロータリーデーの体験であったと思います。講

評は小船井 RI 会長代理そして望月ガバナーによる一般市民に向けたメッセージでロータリーの専門用語は用いず、

かたくるしさがなくユーモアを交えた解りやすい締めくくりでした。 

地区大会の会場まつもと市民芸術館の収容人数は一般会場と４階まであるステージを合わせ 1,800 名です。当日

参加者はロータリアン約 1,000 名、一般市民約 500 名（申込人数は 650 名）合計約 1,600 名とのことでした。 

小諸に帰って渡辺会長にお世話になりながらレストランふじやで打ち上げを行い、有意義な一日をトンカツで締

めくくり、１日だけミスターロータリーになりきって自宅に戻った参加会員でした。 

  

でコーヒーを飲んで落ち着きました。 

会場を覗いてみるととても立派で素晴らしく、客席が４階まである芸術館でさすが松本だと感心しました。 

午前中は本会議で一連のセレモニーがありました。小船井修一国際ロータリー会長代理の挨拶で、思い起こそうロ

ータリーの原点は例会出席、自己修練、人間性の向上、アイサーブ、職業奉仕のサイクルを前提としているという

ことでロータリーをもう一度考えることができました。私と同じ年齢でとても頭が回り、記憶力もよく、当然では

ありますがロータリーのことをなんでも知っているという印象を受けました。 

今回一番楽しみにしていたのは元 NHK アナウンサーの松平定知氏の講演でした。演題は日の本一の兵・真田幸村

で約１時間４０分ほどでした。最初のうちはよく聞こうと努めましたが、悲しいかな歴史の勉強をあまりしていな 

渡辺 頼雄君 
地区大会の報告、宜しくお願い

致します。 

黒澤 明男君  

矢島 栄一君 
久しぶりのニコＢＯＸ委員をさせ

ていただきました。 

小池平一郎君 

地区大会、欠席ですみません。10 月

29 日・30 日に長野ホクトホールで第

79 回全国学校歯科保健研修大会が

あり、全国から学校歯科医と養護教

諭が 1500 名程、集まる大会の準備で

大変です。成功を祈念して！ 

◆委員会報告 

奉仕プロジェクト委員会 橋詰希望委員長 

・11 月 10 日 「飯綱山公園草刈」 草刈り機、鎌等ご持 

参のうえ、作業の出来る服装でご出席お願いします。 

・書き損じハガキ 2 月末日までにお願いします。 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．９   小池平一郎君 

 

 

 

黒澤 明男会員 

今回の地区大会は望月宗敬ガバナーらしさが具現化されたユニークな大会でした。

予算削減の状況下で「今、見直しに勇気を！」を実践したものです。一般市民の参加

を午後のプログラムから行い、ロータリー活動を広く理解されるように努めた初めて 

橋詰 希望会員 

10 月 18 日、朝 7 時出発というきついスタートで始まりました。バスの中から紅葉や田

んぼの稲刈りした風景などをのんびり見ながら、会場のまつもと市民芸術館に 8時過ぎに

は着きました。まだ入口の扉もあかず 9 時 30 分からの本会議まで近くの喫茶店でもと探

しましたが、適当なところもなくウロウロしているうちにようやく入場でき、友愛の広場



 かったものですから、人物の名前が次々と出てくると頭が混乱して、そのうち朝が早かったものですから、と

うとう睡魔に襲われてしまい、残念な結果になってしまいました。立ち通しで講演をしてくださった松平さんに

は大変申し訳ないことをしてしまったと反省して帰ってきました。 

来年からの大河ドラマを見るためには、いずれ発売になるドラマのあらすじでも買って勉強して、今度こそは

しっかりと真田幸村を見たいと思います。 

小諸に帰ってからの反省会も、お酒を飲む人があまりなく、食事をしてそれぞれの家に帰って行きました。 

来年は軽井沢クラブがホストクラブということで、次期会長は私の友人でありますので大勢の参加を今からお願

いいたします。                                                                                         

                                                      

  
また、ステージは田の字型の巨大な 4 面舞台を備えているとのこと、幅広い演出に対応でき、ちょうど 27 日の今日は

午後２時から宝塚歌劇団の松本公演が行われることになっているそうです。また、ここは音響家が選ぶ優良ホール 100

選にも入っていて、日本最大級の音楽祭であるセイジ・オザワ松本フェスティバル（旧称サイトウ・キネン・フェスティバ

ル）の主要会場にもなっているホールです。 

・屋上は全面に芝を貼った庭園になっていて、手入れの行きとどいたライラックや花ミズキ、百日紅などの木々が程良く

配置され、昼食後のひと時の散策を楽しむことができました。屋上からの景色も素晴らしく、松本市街を前景にして北ア

ルプスの眺望が見事でした。 

２．原拓男ガバナーエレクトの挨拶 

・本会議上でガバナーエレクトが紹介された後、原ガバナーエレクトの挨拶があったわけですが、力強く堂々とした挨拶

でした。 

その中で、ロータリーは寛容と融和が大切だということを言っておられ、「寛容とは心を広くして、人の言動を受け入れ

る」「融和とは気持ちが通じあい、うちとけて互いに親しくなる」とのことで、確かにそういう考え方が上手くロータリーを運

営していく基本的なスタンスだなあと感じました。 

 

 
を致しました。塩尻にはＲＣが２つあり小さい方のＲＣで９名の会員で本日出席者は４名程で近い割に出席会員

が少ないので困っているとのことでした。また彼の話では長野県５５クラブで５０名程の入会者があったと話さ

れましたが、退会者数は不明ですので増加したのか減少したのか解りません。 

大会のメインは元ＮＨＫアナウンサー松平定知さんで「日の本一の兵。真田幸村」の講演で幸隆，昌幸と信之，

幸村の三代にわたる戦国武将 真田氏の生きざまの話しでしたが同じような名前が次々と出て来ますのでよく理

解出来ませんでした。来年の NHK 大河ドラマ「真田丸」を見て楽しみたいと思って居ります。  

 

次 週 のプログラム： １１月 ３日   法 定 休 日 の為 休 会  

次々週のプログラム： 1１月 １０日  「飯 綱 山 公 園 草 刈 」 奉 仕 プロジェクト委 員

矢島 栄一会員 

１．会場／まつもと市民芸術館が立派なこと 

・今回の地区大会の会場はまつもと市民芸術館というところで行われたわけですが、この会場が

すこぶる立派な会場で、日本では比較的珍しい４層のバルコニー席を備える主ホールは、４階ま

で昇って下をみると目が回るような高さで、圧倒的な臨場感を感じました。 

渡辺 文夫会員 

小諸浅間ＲＣ７名小諸ＲＣ８名で小諸駅前を小型バスで朝７時出発約８時３０分頃到

着しまが残念ながら会場のまつもと市民芸術館は９時３０分開場で締め切りのため中に

入れず１時間程入口で待つこととなりました。 

玄関で知り合いの塩尻ＲＣの手塚 千春現ガバナー補佐に合いまして２０分程世間話 


