
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】 矢島 栄一 幹事 

1．国際ロータリー囲碁同好会より「第 15 回ロータリー全国 

囲碁大会」案内 

   日 時 10 月 15 日（土）10：00～ 

   会 場 日本棋院会館本院 

   登録料 7,000 円 

2．例会変更 

蓼科ＲＣ 8 月 17 日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ 7 月 27 日（水） 定刻受付なし 

 8 月 17 日（水） 定刻受付なし 

 8 月 24 日（水） 定刻受付あり 

丸子ＲＣ 7 月 28 日（木） 定刻受付あり 

 8 月 11 日（木） 定刻受付なし 

 8 月 25 日（木） 定刻受付あり 

3．週報  

  上田東、丸子、上田六文銭、東御ＲＣ 

 

【本日の配布物】 

週報 1325 号、納涼夜間例会案内、ロータリーの友 7 月号 

 

◆出席報告   前田 博志 委員長 

会員数 21 名 出席義務者 20 名  免除者１名 

本 日 出   席 17 名 85.00％ 
事前 MU 1 名 

前々回（6/28 ） MU 0 名 75.00％ 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．９    依田 晋一君 

 

◆委員会報告 

  

クラブ広報・情報委員会   小山 盛夫 委員 

・ロータリーの友 7 月号紹介 

 今月号の“ROTARY 歌壇”に友人、中沢道保氏（佐久ｺｽ

ﾓｽ RC）の歌が載っていましたのでご紹介します。 

病と闘う妻はけなげに頑張ると今朝も紅ひき髪梳きており 

 老境に入ってしみじみとした夫婦愛が伝わってきます。 

◆点鐘 掛川興太郎 会長 

◆SAA 橋詰 希望 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

 

【会長挨拶】  掛川 興太郎 会長 

 年度の初回に欠席をしまして、小池先生には大変ご

迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

今年度２０１６－２０１７年度の RI テーマは「人類に奉

仕するロータリー」というジョン・ｆ・ジャーム会長からの

呼びかけです。RI２６００地区の原ガバナーの方針は

「BASIC&NEW」（原点に返り、新たな革新を、）そして

「長所を認め合い、絆を深めよう」と決定されておりま

す。６月３０日東京に行く途中、列車の中で、偶然 原

ガバナーと同席になり色々の話が出来、今後のロータ

リーの方向性について有益な話が出来たと思っていま

す。今後は、各委員長や会員の皆さんと、会員資格の

問題や、例会の持ち方、例会の回数等について、話し

合いを持ちながら本当に魅力的な小諸浅間クラブにし

ていきたいと思っています。 

そして、本気で、全員で新しい会員を増強していきた

いと思いますので協力をお願いします。今回の参院選

は自民党の圧勝に終わりましたが、安部首相が掲げた

政策はどうしても金融政策に頼りがちの様に思いま

す。人口減少で日本のあらゆるところが縮んでいく縮

小社会にどう立ち向かっていくかを示して欲しいと思い

ました。安部首相が掲げた新３本の矢の一つが GDP６

００兆円の実現は従来型の経済成長のイメージの延長

線上にあり、大きく経済成長の質が変わっていくという

意味には捉えられないようにおもいます。何か、「高度

成長時代よ、もう一度」の雰囲気を感じてしまいます。

縮小社会の下、経済成長の意味合いや質が変わって

いくことをしめしてほしいとおもいました。 

 

◆会 長 / 掛川 興太郎     ◆副  会  長 / 小池 平一郎 

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

◆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 
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クラブ運営委員会  橋詰 希望 委員長 

８月２日納涼家族夜間例会、中棚荘はりこし亭で行います。多数の参加をお願いいたします。 

５時３０分に小諸駅前から送迎バスが出ます。希望者は早めにお申し込みください。 

 

◆ニコ BOX    渡辺 頼雄 委員 

 

掛川興太郎君 1 年間、よろしくお願い致します。 

渡辺 頼雄君 
掛川年度のスタートお祝い申し

上げます。 

 

◆【本日のプログラム】 「委員長挨拶」    

    会員増強委員会  渡辺 文夫 委員長 

 
望月宗敬パストガバナーのお話しでは、会員増強に関しては理屈じゃない、行動あるのみ、（実践あるのみ）、義理 

と人情と押しの一手で頑張ってもらいたいとのことでした。 

当、クラブでは２名以上会員増強目標を報告してありますので、小諸浅間ロータリークラブ会員全員が一つになっ 

て知恵を出し合い現状を打破する為に前向きなエネルギーと行動力と変化を受け入れる寛容な心が必要です。 

会員増強はクラブ全体の事業として全会員で取組む必要があると思います。ロータリーを実践して一歩前に進め 

て成果を残したいと思っていますのでご協力の程よろしくお願い致します。 

クラブ広報・情報委員会 中河 邦忠 委員長 

 

「ロータリーの友」の購読は、ロータリー会員の三大義務の一つです、記事のなかから委員会のメンバーが、皆 

さんに関心がありそうな記事を独断でピックアップして、毎月の第２例会にてご紹介いたします。ご期待ください。 

（会報の記載の正確を記す為に、委員会報告等は必ず書面にて堤出をお願い致します）用紙は事務局に有ります。 

会報への記載は、全て事務局の掛川さんにお任せです。一年間宜しくお願い致します。 

 

クラブ運営委員会   橋詰希望 委員長 

   

ニコニコボックスもクラブ奉仕の原資となります。全員が月１度以上のご協力をお願いいたします。 

また、ラッキー賞が当たった方は、ラッキー賞が１０００円の商品券ですので、２０００円以上のご協力をお願いいた 

します。また、無断欠席や、欠席して担当を変わってもらった時などもお願いいたします。 

前田 博志君 1 年間、ありがとう。 

依田 晋一君 
ラッキー賞、何年ぶりかで頂きま

した。 

 

小諸浅間ロータリークラブは老齢化が進み危機的な情勢です。いよいよ若手会員を増強

することが近々の課題です、 

当クラブの掛川興太郎会長が若返りのための案を持っておられますので、具体的なお話し

をよくよくお聞きして前向きに検討したいと思って居ります。 

 

当委員会の使命は、多くの人たちにロータリー活動を知っていただき、ロータリーへの

理解と支援を促進することです。 

ホームページ（会報）も前田年度からスタートして早６年目になりますが、まだ認知度

が低いようです。さらに見やすく充実したものにして、積極的に PR し知名度アップを図り

たいと思います。 

ロータリーの原点の親睦を担う重要な委員会であると思います。 

会場準備も会員が心地よく過ごせるように、またゲストやビジターの受け入れも歓迎の言葉を

伝え全員でおもてなしの心で接します。例会が終わったあとの片付けも委員会のメンバーだけ

でなく、会員全員のご協力をお願いいたします。 



目安となる金額はクラブ計画書をご覧下さい。 

親睦につきましては家族も参加しやすいような楽しい企画を考えます。 

上半期の行事は 

８月２日  納涼家族夜間例会 中棚荘 はりこし亭 当たり外れのあるお楽しみくじ引き大会を考えています。 

１０月１８日 合同夜間例会 昼間はゴルフコンペ 

１２月１３日 クリスマス家族夜間例会 エクシブ軽井沢を予定しています。 

親睦家族旅行につきましては、皆様のご意見を伺いながら、委員会で検討して決定します。 

下半期は別途計画します。 

主役は会員全員です。一年間のご協力を切にお願いいたします。 

 

   出席・プログラム委員会   前田博志委員長 

 
来週は、先日ビフォーアフターで一躍人気を博した、甘利亨一先生をお招きして、その体験談をお話しして頂き 

ます。 

更に８月頭には、小泉新市長をお招きしています。 

小諸市の経済界トップを自認する２０数名の会員の３０分間を独占している責任と自負があります。 

頑張ってやっていきます。どうぞ宜しくお願い致します。 

   

 ロータリー財団・米山記念奨学会委員会   黒田説成委員長 

 

  ・年次プログラム基金、一人平均 150 ドル 

  ・ポリオプラスについて一人 500 円以上依頼 

  ・ベネファクターなど大口寄付の推進 

  ・ロータリーカード、新規加入 2名達成 

米山月間を通して、米山奨学会への理解を深める。米山奨学生のクラブ例会訪問、卓話の場を設ける。 

 （米山月間、米山奨学生卓話 10 月 11 日 任思暁様） 

米山の寄付金が年々減少しており、奨学生の人数が減少している。寄付の増進をお願いしたい。 

   目標 一人当たり 20,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム： ７月 １９日  「ビフォーアフター」 甘 利  享 一 氏  

次々週のプログラム： ７月 ２６日  「会 員 増 強 について」 会 員 増 強 委 員 会  

やはり出席はして欲しいです。 

ロータリーは出席していなければ、分からないし、そもそもつまらない。 

 そのために、充実したプログラム、出席してよかった、と思って頂けるプログラムを 

構築していきます。 

 

今期はロータリー財団設立 100 周年の記念すべき年です。ポリオ撲滅を組織の最

優先項目として活動以来、25 億人以上の子供に予防接種を行い、発症数は 99.9％減

少しました。この記念すべき年に日本人が提唱したポリオ撲滅にご協力をお願い致

します。 



 

 

           【新旧会長・副会長・幹事 バッジ交換】 

 

   
 

 

  

 

 

         

 

 


