
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】 前田 博志 幹事    

１．東信第一グループ品田宗久ガバナー補佐、東信第二

グループ東方良夫ガバナー補佐より［ＩＭ及び会員セミ

ナー］開催について 

 日 時 2 月 14 日（日）13：00～17：30  

 場 所 小諸グランドキャッスルホテル 

 登録料 3,500 円 全員登録 

 申込締切 1 月 22 日（金） 

２．年賀状 

  小諸青年会議所、八幡宮総代高橋正昭様、㈱万年堂 

㈱オクトン 

３．例会変更 

   蓼科ＲＣ 1 月 20 日（水）   定刻受付あり 

         2 月 17 日（水）   定刻受付あり 

４．㈱アイクより小諸新聞 

５．週報 

   千曲川、佐久、丸子、上田東ＲＣ 

・1 月 19 日（火） 現及び次期合理事会 16 時より 

新年会 18 時より 日本料理 音羽  

≪本日の配布物≫ 

 週報 130１号、ガバナー月信 7 号、ＩＭ・会員セミナー案内 

 ロータリーの友 1 月号 

 

◆委員会報告 

クラブ広報・情報委員会  工藤泰一 委員 

 「ロータリーの友」1 月号紹介 

 

◆出席報告   黒田 説成 委員 

会員数２３名 出席義務者２１名 免除者３名     

本 日         出 席  １９名 

            事前 MU 1 名   ９０．４７％    

前々回（12/15）   ＭＵ    0 名   ８０．００％ 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．１５   渡辺 文夫君 

 

◆点鐘 掛川興太郎 副会長 

◆SAA 橋詰希望 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆誕生祝 

 若林正忠会員 

◆誕生祝 

 中込裕幸会員 幸子夫人 

 

【会長挨拶】  掛川興太郎 副会長 

 明けましておめでとうございます。今年は、雪のな

い穏やかなお正月でした。皆様方の事業を始め、ご

家族が素晴らしい年でありますようにお祈り申し上

げます。 

 最近は世界的な異常気象や水産資源の枯渇、円

安基調の継続、TPP の大筋合意等世界規模の様々

な要因が我々の地域社会に大きく影響してくる時代

の様に思います。 

 また、ガソリン価格の下落は自動車利用の多い長

野県では、大きなプラスをもたらしますし、観光面も、 

今年は諏訪大社の御柱祭、大河ドラマ「真田丸」の

放映など、昨年の善光寺御開帳や北陸新幹線の延

伸に匹敵するイベントの様に思います。 

 当クラブが当面する課題といたしましては、渡辺会

長、各理事とともに地域補助金事業をどのようにし

ていくのか。また、会員増強の具体的な実行方法、

親睦活動、奉仕活動を実りあるものにするために、

一クラブだけでなく他のクラブとも連携し合いながら 

進めていきたいと思います。 

 

 

◆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．１３０２  平成２８年１月１２日  

 

2015～2016 年度 

国際ロータリーのテーマ 



◆ニコ BOX    矢島 栄一 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆【本日のプログラム】 「新年抱負・年男決意表明」 

  

 「新年抱負」    渡辺 頼雄 会長 

    明けましておめでとうございます。2016 年新春を迎え謹んでお慶び申し上げます。雪のない暖かい陽ざしの正月、 

今年おだやかな一年であれとお祈りしたいと思います。 

    米利上げ、原油安、中国景気に加えて新春早々の中東リスク、北朝鮮核実験と平穏なスタートとはいかないようで 

あります。日本は G7 サミットのホスト国、日中韓首脳会議のホスト国、国連安全保障理事会の非常任理事国、日本政

府の責務も大きな年であると思います。 

上半期、皆様方の御協力誠にありがとうございました。下半期プログラムにもとづいてスタートしたいと思います。 

皆様と一緒に充実した 6 ヶ月を進めさせて頂きたいと思います。 

次年度 掛川会長に活かして頂ける活動、地域社会の皆様にも理解頂ける活動。そして委員会活動のトップにご 

ざいます会員増強委員会 小池委員長さんのお言葉のように多様性のある会員 2 名以上の増強。皆様と力を合わ 

せ達成してゆきたいと思います。新年はじめの例会から欠席、掛川副会長にご迷惑をおかけしてしまい申し訳あり 

ません。 

2016 年皆様の御健勝、御活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 

  「新年抱負」   掛川 興太郎 副会長 

       

ますが、達成できるよう頑張って欲しいと思います。 

 

   「新年抱負」   前田 博志 幹事 

     

今年は、その分、しっかりとご恩返ししたいと考えています。 

ただ、少し元気がありません（笑）。強いお力を頂きながら、頑張ります。宜しくお願い致します。 

  

黒澤 明男君 本年も宜しくお願いします。 

前田 博志君 今年も宜しくお願いします。 

渡辺 文夫君 
ラッキー賞ありがとうございま

す。 

青松 英和君 
皆さん、明けましておめでとうご

ざいます。 

掛川興太郎君 

新年、明けましておめでとうござ

います。本年も宜しくお願いしま

す。 

小池平一郎君 

明けましておめでとうございま

す。新年、早々幼児健診で早退

します。 

小林 秋生君 

新年、明けましておめでとうござ

います。本年も何卒宜しくお願い

します。 

矢島 栄一君 
今年、長男が成人式を迎えまし

た。 

神津 恭通君 無断欠席しました。 

  

新年の抱負ですが、私も 73 歳になり、自分では若いつもりですが、孫たちも大きくなっ 

て来て歳を感じるのかなと思います。大事な事は、夢を持つことが大切だと思います。 

5 年後、10 年後の目標を持たなければいけないと思いますが、とりあえず 5 年後を目指

してやっていこうと思います。皆様がたもそれぞれ抱負を持って新年を迎えられたと思い 

明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

昨年は、家内の入院により、皆様に、とりわけ、会長・黒澤副幹事・理事者・事務局の

皆様に大変ご迷惑をおかけしました。 

 皆様のお陰で、乗り切れたこと、本当に感謝しています。 



「年男決意表明」  黒澤 明男 会員 

     

 

 

 

 

 

どんな年？ ・２０倍に及ぶ国力差は覆うべきもなく、敗戦続く日本軍はついに史上類のない戦術「神風特

攻」を強行。 

・1945 年 1 月 25 日まで 45 回の出撃が記録されていて、3500 人以上が出撃した。死そのもの

が目的の特攻戦術や無残。 

・ついに児童まで勤労動員に。学業など全面的に廃止された。 

・国は持てる富と資源のすべてを戦力に変え、国民は必勝を信じて命と金を 国に捧げた。し 

かし、国家財政は、実質的に破綻。家計を切り詰めてまで 買った国債は、戦後、ただの紙く 

ずとなった。 

・国民学校の集団疎開がはじまった。 

主な出来事 ・「本土の防波堤」サイパン陥落で、東条首相の独裁政治に対する不信、批判が高まり、東条

内閣は総辞職に追い込まれた。 

・大都市の劇場や高級飲食店が閉鎖されて軍需工場などに。 

・北海道洞爺湖南岸で大噴火により昭和新山ができた。 

・アメリカで原子爆弾が完成。 

世相・流行 一億火の玉 一億国民総武装 大和一致 松根油 建物疎開 

話題の本 花ざかりの森（三島由紀夫） 魯迅（竹内好） 津軽（太宰治） 

人気映画 加藤隼戦闘隊 陸軍 狼煙は上海に揚る 轟沈 

はやり歌 ラバウル海軍航空隊 特幹の歌 勝利の日まで あゝ紅の血は燃ゆる ラバウル小唄 

賃金 巡査初任給 45 円 

物価 たばこ（ゴールデンバット）23 銭 新聞購読月 1 円 30 銭 

映画封切館 80 銭 ビール 1 円 30 銭 入浴料 12 銭 

来る人 田中真紀子 みのもんた 小椋佳 久米宏 中村紘子 山本寛斎 

舟木一夫 杉良太郎 渡瀬恒彦 梨元勝 高橋英樹 

往く人 グレン・ミラー（４０歳） ロマン・ロラン（７８歳） 汪兆銘（６１歳） 

・もはや弱者も女も子供もない、すべてを戦争遂行に動員する七転八倒。 

 学業の全面的廃止で、勉強しなくてすむと喜んでいるものもいたそうな。 

・まるでピクニック気分で出かけた集団疎開。楽しかったのは最初の２、３日・・・。 

 次第に食事の量が減り、四六時中管理される生活に。そして敗戦後戻ってきた子供たちに、 

これまで以上の苦難の道が待っていた。 

次 週 のプログラム：１月 １９日  「新 年 夜 間 例 会 」  

次々週のプログラム：1 月 ２６日  「職 業 奉 仕 月 間 」 橋 詰 希 望 委 員 長   

六巡目の申年、考えてもいなかった７２歳になってしまいました。年のことは考えたこと

はありませんが次の区切りまでスタンスを変えずに自然体で過ごすつもりです。相変わら

ずのおつきあいをよろしくお願いします。 

ちなみに平成２８年丙申（ひのえさる）は西暦２０１６年、皇紀２６７６年、明治以来１４９

年、大正以来１０５年、昭和以来９１年です。 

また私の生まれた昭和１９年の出来事は下記のとおりです。 


