
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

た。生理学・医学賞では、利根川進博士（1987 年・昭和 

62 年）、山中伸弥教授（2012 年・平成 24 年）大村智博士 

（2015 年・平成 27 年）に次いで 4 人目となり、2 年連続で 

日本人が受賞したことは、素晴らしいことです。 

 身近な話題では一昨日 10 月 2 日に第 22 回信州小諸ふ 

ーどまつりが、相生町、藤村プロムナード、ほんまち町屋 

館、市庁舎前「市民ひろば」、相生坂公園、大手門公園せ 

せらぎの丘などで開催され、好天にも恵まれ、かなりの人 

出で賑わいました。私も市民ひろばで“学校給食のふるま 

い“、を試食したり、骨董・蚤の市で掘り出し物がないか散 

策したり、同時開催されていた「子育てどんりゅうさま門前 

市で、孫と抽選会に参加したりして楽しい一日を過ごしま 

した。また、「小諸フィルムコミュション」の牧野和人氏の卓 

話を伺い、小諸高原美術館で開催中の「小諸城展」を観て 

きました。歴史に纏わる様々な財産を有する小諸と新しい 

顔を見せつつあるコンパクトシティーの小諸との調和がこ 

れからの小諸の発展の鍵になるもではないかと思います 

 本日は、須藤勇一支店長の「これからの株式指標」とい 

う、お話が伺えるのを楽しみにしております。勉強させて頂 

こうと思っています。よろしくお願い致します。 

 以上、会長報告を終わります。 

 

【幹事報告】 矢島 栄一 幹事 

１．2600 地区 森川 優 広報・情報委員長より 

「2600 地区 広報・情報セミナー」開催について 

  日時 11 月 20 日（日）受付 13:30 点鐘 14:00 

  場所 ホテルブエナビスタ 

２．2600地区 ローターアクトより第40回アクターミーティン

グについて 

  日時 11 月 13 日（日）開会 10:15 終了 15:30 

  場所 長野県松本勤労者福祉センター３Ｆ 

３．例会変更 

佐久ｺｽﾓｽＲＣ  10 月 10 日（月） 定刻受付なし 

 10 月 17 日（月） 定刻受付あり 

 10 月 24 日（月） 定刻受付あり 

◆点鐘 小池平一郎 副会長 

◆SAA 美齊津 明 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

◆ｹﾞｽﾄ 須藤 勇一様（八十二証券㈱ 

小諸支店長） 

 

◆誕生祝 

  湯本 敏晴会員 

◆結婚祝 

掛川興太郎会員 久江夫人       

中河 邦忠会員 淑子夫人 

 

【会長挨拶】  小池平一郎 副会長 

 本日、掛川興太郎会長が都合により欠席とのことで、

副会長の私が会長報告を申し上げます。 

 昨夜 7 時前に素晴らしい速報が飛び込んで参りまし

た。2016 年のノーベル生理学医学賞受賞者が東京工

業大学栄誉教授である大隈良典教授に決定したという

ニュースです。 

 大隈教授が受賞した研究テーマは Autophagy であ

り、オートファジーとはギリシャ語で「自己」を「食べる」

という意味で、自食作用、自己貪食などと訳されます

が、細胞が自己成分を分解する機能のことです。近年

オートファジーの研究は飛躍的に発展し、オートファジ

ーが発がん、神経変性疾患、2型糖尿病等の生活習慣

病、心不全、腎症、感染症、各種の炎症など様々な重

要疾患の発症を抑制していること、また発生・分化、老

化、免疫などにおいて重要な生理機能を持つことが明

らかになり、オートファジー研究は現在大きな注目を集

めている分野です。大隈教授は、オートファジーの分子

機構を出芽酵母の研究により大きく進展させ、オートフ

ァゴゾーム形成に関わるＡtg 分子群の解析により、こ

の分野の突破口を開いた功績によるものと解説されて

います。日本人のノーベル賞受賞者は 25 人となりまし 

◆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 

NO．１３３７  平成２８年１０月４日 
 

2016～2017 年度 

国際ロータリーのテーマ 



 

千曲川ＲＣ 10 月 19 日（水） 定刻受付あり 

丸子ＲＣ 10 月 20 日（木） 定刻受付あり 

 11 月 3 日（木） 定刻受付なし 

 11 月 17 日（木） 定刻受付なし 

 11 月 24 日（木） 定刻受付あり 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ニコＢＯＸ   渡辺 文夫 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  「これからの株式指標」  八十二証券㈱ 小諸支店長 須藤 勇一 様 

 

                           
 

 

 

小池平一郎君 

掛川会長の代理を務めさせて頂

きました。大隈教授ノーベル賞お

めでとうございます。小林さんア

ルティスタおめでとうございます。 

中河 邦忠君 結婚祝、有難うございます。 

湯本 敏晴君 誕生祝、有難うございます。 

橋詰 希望君 

娘の結婚披露宴出席の為、シン

ガポールへ家族 10 人で行って来

ました。 

次 週 のプログラム：１０月 １１日  「米 山 月 間 」   米 山 奨 学 生  任 思 暁 様  

次々週のプログラム：１０月 １８日  「合 同 夜 間 例 会 」 クラブ運 営 委 員 会  

 

小林 秋生君 

社会人サッカーチーム“アルティ

スタ東御”が北信越リーグ第 1 部

参戦 7 年目にて念願の初優勝を

しました。社会人全国リーグＪＦＬ

への昇格に挑戦致します。引き

続き応援の程、宜しくお願いしま

す。 

前田 博志君 小林さん、おめでとう！ 

 

４．週報 

   丸子ＲＣ 

 

【本日の配布物】 

 週報 1336 号、ロータリー米山記念奨学会豆辞典、  

ガバナー月信 10 月号、2015～2016 年度年次報告書 

◆委員会報告 

クラブ運営委員会   橋詰 希望 委員長 

 ・10 月 18 日（火）は合同夜間例会です。昼のゴルフコンペ 

 我がクラブ、参加者が少ないです。誰かいませんか？ 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ ６    橋詰 希望君 

◆出席報告   前田 博志 委員長 

会員数２１名 出席義務者１９名 免除者２名     

本 日         出 席  １５名 

            事前 MU １名  ７８．９５％    

前々回（9/20 ）   ＭＵ   ０名  ８０．００％ 


