
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【幹事報告】 矢島 栄一 幹事 

１．小諸青年会議所より新年会案内 

   日時 1 月 14 日（土） 

   場所 ベルウィンこもろ   会長に招待状 

２．週報 

   南佐久、上田東、上田六文銭ＲＣ 

・12 月 27 日、1 月 3 日は定款による休会です。 

【本日の配布物】 

週報 1345・1346 号、理事会報告、新年夜間例会案内 

ＩＭ・会員セミナー案内 

 

◆出席報告   湯本 敏晴 委員 

会員数２4 名 出席義務者２２名 免除者２名     

本 日         出 席  １９名 

            事前 MU  ０名  ８６．３６％    

前々回（12/6）  ＭＵ   ０名     ７８．２６％ 

 

◆委員会報告 

クラブ運営委員会  橋詰 希望 委員長 

 1 月 17 日（火）新年会（夜間例会）案内 

 

◆ラッキー賞 

  № ８     渡辺 頼雄 君 

 

◆ニコＢＯＸ   橋詰 希望 委員長 

 

◆点鐘 掛川 興太郎 会長 

◆SAA 黒澤 明男 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我等の生業 

 

【会長挨拶】  掛川 興太郎 会長 

皆さん、こんにちは。先週はエクシブ軽井沢で行わ

れましたクリスマス家族夜間例会に大勢のご家族の皆

様に参加して頂き楽しいひと時を過ごすことが出来まし

た。橋詰委員長始め、クラブ運営委員の皆様には、クリ

スマス例会を盛り上げて頂き有難うございました。夜間

例会ということで、中込会員には久しぶりに参加を頂き

ました。例会の頻度、時間等も今後、皆で話し合いが

必要だと感じました。 

今週は、本年度最終例会となりました。早いもので、

会長に就任して、半年が過ぎました。無事に進めてこら

れたのも皆様のお蔭です。有難うございました。会長と

して小諸浅間ロータリークラブの現状をみると、同一世

代の会員が多く、気心が知れているという強みがある

が、新しい世代との交流が少ないよいう弱みが内在し

ており、世代交代が進まないと消滅の危機にあるとの

認識を強く持っております。その意味で、会員増強を皆

様との協力を得ながら進めてまいりました。幸いにも、

新井会員には再入会を頂き、新たに加藤会員、朝倉会

員、山口会員に入会を頂きました。 

今後も皆様の協力を得ながら会員増強を進めたいと

思います。 

途中、10 月に小諸商工会議所の会頭のお話が持ち

上がり、迷いましたがお役に立てればとの思いでお引

き受け致しました。その為、11 月には小池副会長には

大変ご迷惑、お世話になりました。有難うございまし

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 

NO．１３４７  平成２８年１２月２１日 
 

2016～2017 年度 

国際ロータリーのテーマ 

青松 英和君 今年もお世話になりました。 

黒澤 明男君 来年も宜しくお願いします。 

矢島 栄一君 

1 年の締めくくりとして入れさせて

いただきます。有難うございまし

た。 

渡辺 頼雄君 
ラッキー賞頂きました。有難うござ

いました。 

橋詰 希望君 
上半期の〆のニコＢＯＸ多数のご

協力有難うございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  「上半期を顧みて」 

 

    
   地震、北海道の台風災害等。来年は災害等も無い平和な年であって欲しいと思います。 

    本年度の最重要課題は会員増強と捉えておりましたが、皆さんのご協力により新井会員、加藤会員、朝倉会員、山

口会員の 4 名の新会員が入会され、ほっとしております。下半期に向けて後 2 名の目標に何とか近づきたいと思いま 

す。ご協力お願い致します。 

    クラブ運営委員会の皆様には 8 月には、はりこし亭での納涼家族夜間例会、11 月には新潟県の弥彦神社・寺泊への 

   家族親睦旅行、12 月にはクリスマス家族夜間例会等が実施され好評を博されました。各委員会の未解決課題は下半

期に向けて相談していきたいと思います。また、来期の 30 周年に向けての準備も進めたいと思います。 

会長として何とか務めて来られたのも小池副会長、矢島幹事、そして事務局の掛川さん、それぞれの役員理事と会

員の皆様のお蔭と厚くお礼を申し上げます。 

今年最後の例会になりますが、会員の皆様とご家族の皆様、事務局の掛川さんが良い年を迎えられますようにお祈

り申し上げ、上半期の報告とさせていただきます。 

 

   
  朝倉の三名の新しい仲間が加わり大変心強く思っております。 

   次期役員も決まり、下半期に向けて掛川会長、矢島幹事と共に宜しくお願い致します。そして事務局の掛川さん、あり

がとうございます。さらに宜しくお願い致します。 

 

   
① の会員増強では、掛川会長のもと増強委員会渡辺委員長をはじめ委員の皆さんを中心とした精力的な活動と新入

会員の皆さんの多大なるご理解と献身的な決断をいただき、純増目標をクリアできていることにあらためて感謝申

し上げます。掛川会長は、増強活動をさらに推し進めていく方針であり、私も置いて行かれないよう委員会の皆様と

協力しあいながら増強に努めてまいりたいと思います。 

②の地区奉仕活動では、先の理事会において小諸市八幡宮八朔相撲支援プロジェクトに対する奉仕活動とその地区

補助金の申請をすることが決まりました。今年度、次年度の会長・幹事が中心になって進めてまいります。 

小林 秋生君 

サッカーチームアルティスタグラン

デが北信越リーグ２部に昇格を果

たしました。アルティスタトップチー

ム、グランデチーム、２チームを抱

えて 1 部、2 部両リーグ参戦で来期

もＪＦＬへ挑戦します。 

 

掛川興太郎君 

皆様のおかげで半年無事会長職

を務めることが出来ました。有難う

ございました。 

小池平一郎君 

セミナーの交通費を頂きましたの

で・・・ 上半期有難うございまし

た。 

 

「上半期を顧みて」 掛川 興太郎 会長 

 7 月に会長に就任して、あっという間に半年が過ぎ、今年もあと 10 日余りで新しい年になろう

としております。世界の動きは予想を越えた動きをしております。イギリスのＥＵからの離脱、ま

たアメリカの次期大統領にはトランプ大統領、円高に振れた為替は、現在は円安と熊本の大地 

「上半期を顧みて」 小池 平一郎 副会長 

 今期第 1 回目の 7 月 5 日の例会より会長代理をおおせつかり、前途多難なことを感じました。 

さらに 11 月掛川会長が小諸商工会議所会頭になられ、さらにその感を強くしております。 

 神津会員と若林会員が去られ、大変淋しく思っておりましたが、新井会員が戻られ、加藤、山口 

「上半期を振り返って」 矢島 栄一 幹事 

年度当初の挨拶では、幹事としてサポートしていきたい主要項目として、①会員増強、②地

区奉仕活動への取り組みと補助金申請、③次年度 30 周年記念事業への対応、④規定改正

に伴う細則変更の検討を掲げました。 

 



③の 30 周年記念事業に関しては、ご案内のとおり実行委員長、実行幹事が決まりましたので、時期を見ながら次年度

会長・幹事さんとともに記念式典を企画してまいります。 

④の規定改正に対する細則変更については、先般若干の説明も行いましたが変更後日も浅いので周りの様子も見な

がら当クラブに合ったものを全員で検討しながら取り組んでまいりたいと思います。 

相変わらず至らない幹事ではありますが、掛川年度後半も引き続き皆さんのご指導、ご協力をいただきながら頑張って

参りますのでよろしくお願い致します。 

 

  
おりますが増強することは、なかなか大変です。 

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有りますので尚一層努力して、前に進み成果を残したいと

思いますのでご協力の程よろしくお願い申し上げます。          

 

 

期の初めに上記のように掲げましたが、一番の認知度アップは鮮明な生き生きとした映像だと気づきカメラの購入を提

案いたし、理事会で承認いただきました。カメラの購入につきましては最新鋭のカメラを渡辺文夫会員に選んでもらいまし

たが、腕のほうが悪いのか今一です。下期は腕を研きますのでご期待ください。 

会報の校正、編集は全て事務局の掛川さんです。感謝しています。下期ももろしくお願いいたします。 

 

  
いただいたのでこれからは少し余裕ができるかなと思っています。 

上半期のイベントとして８月２日、中棚荘はりこし亭での納涼夜間例会３４名の出席。掛川会長のご協力によりお菓

子のプレゼントをくじ引きで持って行ってもらいました。１０月１８日の合同夜間例会に先立ち昼間は小諸クラブとのゴル

フ対抗戦を東御市の浅間高原ゴルフコースで行いました。５組２０名の参加で例年より参加者が多かったのですが、ポ

イントゲッターの矢島幹事が都合で参加できず、対抗戦では小諸クラブに敗れてしまいました。夜間例会も盛大に行わ

れ盛り上がりました。 

会員・家族親睦旅行は１１月２６日に日帰りで、新潟の寺泊に新鮮なお魚と温泉を求めて、総勢１８名のバス旅行を

しました。おいしい魚とカニに舌鼓を打ちました。ホテルの温泉もとてもきれいで露天風呂も素晴らしかったです。ただ昼

間の温泉の企画は、女性陣はやはり入りにくいというのが反省です。三条では打ち刃物のお店により買い物を楽しみ、

弥彦神社にお参りし有意義な一日を過ごしました。 

先週の１３日にはエクシブでのクリスマス家族例会を行いおいしい料理を楽しみました。３５名の出席でした。風船割

「上半期を顧みて」 会員増強委員会 渡辺 文夫 委員長 

 小諸浅間ロータリークラブは老齢化が進み危機的な状況と言うことで、九月に掛川会長.

矢島幹事.小林秋生会員を加えて会員増強チームを組織して活動致しました。結果、新入会

員三名を数えました。 

 当クラブでは二名以上の会員増強目標を報告してありましたので一応、ノルマは達成して 

「上半期を顧みて」 クラブ広報・情報委員会 中河 邦忠 委員長 

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。 

「上半期を振り返って」  クラブ運営委員会 橋詰 希望 委員長 

 受付、司会、ニコＢＯＸという毎週の担当があり、欠席される方の代わりに出席している方に担当がダ

ブってしまい忙しい委員会です。美斉津副委員長が忙しいにも関わらず大きなイベントには積極的に

はたらいてくださり感謝しています。それぞれ委員の皆様のご協力もいただいておりますが、幸い新井 

さんが復帰してくださり、工藤さんの代わりに山口さんが入って、新規に加藤さん、朝倉さんも加わって 



りには奥様方の参加を予定に入れておらず、壇上に上がってもらえなかったこと心残りでした。今後は全員が体を動か

し参加型イベントを企画したいと思っています。準備のために風船を膨らませたり、会場の設営をしていただいた美斉

津副委員長はじめ委員の皆様に感謝申し上げます。 

最後に一つお願いがありますが、ニコＢＯＸへのご協力が少なくなり、また偏ってきています。みなさんの奉仕活動の

原点ですのでご協力よろしくお願いいたします。 

また、ラッキー賞を設けたのはニコＢＯＸをお願いしたいというクラブ設立時からの企画です。賞には１０００円の商品

券が入っていますので、当たった方は２０００円以上のＢＯＸをお願いいたします。 

以上上半期を終わってのご報告です。 

 

 
 

 
   年々減少しています。 

    その様な中で、10 月の米山月間においては中国からの米山奨学生 任思暁様の卓話をお願いしました。11 月の 

ロータリー財団月間には幹事の矢島栄一さんにお願いし、画面を通して財団について説明をしてもらいました。 

 ポリオについて 

 1985 年、ポリオプラスのプログラムを開始して以来、125 ｹ国、35 万件以上の発症が確認されました。以来、25 億人 

以上の子供に予防接種を行い、99.9％減少しました。その活動に 15 億ドル以上の資金を投入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム：１月  ３日  休 会  

次々週のプログラム：１月 １０日  「新 年 抱 負 」 会 長 ・副 会 長 ・幹 事  

     

「上半期を顧みて」  黒澤 明男 奉仕プロジェクト委員長 

職業奉仕 職場訪問を行い、職業奉仕の理解を高めるため、１１月１５日 

「クリーンヒルこもろ」で職場例会を開催 

環境保全 地域の環境整備事業として８月２３日、１１月８日飯綱山公園の草刈作業実施 

「上半期を顧みて」  黒田  説成 ロータリー財団・米山記念奨学会委員長 

 委員会計画として、それぞれ基金目標として 150 ドル、ポリオプラスについては一人 500 円以上な

どと寄付のお願いをしました。 

 米山記念奨学会についても寄付の増進をお願いしました。寄付金が年々減少しており奨学生も


