
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【幹事報告】 矢島 栄一 幹事 

１．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート変更に

ついて 

   1 月より１ドル 116 円（現行 106 円）に変更 

２．原拓男ガバナーより糸魚川大規模火災に対する義捐

金について   一人当たり 1,000 円お願い   

３．ガバナー月信訂正お願い 

   月信 1 号 ６ページ ロータリー財団地区補助金申請

業の実施報告 

誤伊那西ロータリークラブ 正飯田南ロータリークラブ 

４． 例会変更 

佐久ｺｽﾓｽＲＣ 1 月 16 日（月） 定刻受付あり 

上田ＲＣ 1 月 16 日（月） 定刻受付あり 

東御ＲＣ 1 月 18 日（水） 定刻受付あり 

 2 月 15 日（水） 定刻受付あり 

 2 月 22 日（水） 定刻受付あり 

５．自衛隊ふれあいコンサート礼状 

６．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 

７．㈱アイクより小諸新聞 

８．週報 

  佐久、上田、上田西、東御ＲＣ 

・来週 1 月 17 日（火）新年夜間例会 18 時より音羽 

【本日の配布物】 

 週報 1347 号、ガバナー月信１月号 

 

◆出席報告   前田博志 委員長 

会員数２４名 出席義務者２３名 免除者１名     

本 日         出 席  １８名 

            事前 MU １名  ７８．２６％ 

前々回（12/13）  ＭＵ   １名   ７３．９１％ 

 

◆委員会報告 

奉仕プロジェクト委員会   黒澤明男 委員長 

・世界寺子屋運動キャンペーンで書き損じハガキの回

収を行います。ご協力お願い致します。 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．１６   小山 盛夫 君 

 

◆点鐘 掛川 興太郎 会長 

◆SAA 黒澤 明男 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆結婚祝 

  中込 裕幸会員・幸子夫人 

 

【会長挨拶】  掛川 興太郎 会長 

新年明けましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いいたします。今年はとり年ということで、とりの

様に小諸浅間ロータリーも羽ばたく年にしたいと思いま

す。 

第一次から始まった産業革命は、今まさに第四次産

業革命が起こっていると指摘する専門家もいます。私

達の業界ではチェーンストア革命というものが在りまし

たが、実際に業態別に見てみると、スーパーマーケット

とコンビニとは似て非なるものですし、IT でもそれを武

器として使いこなしているのは、コンビニで、スーパー

マーケットはまだそこに至っていないのが現状です。 

私たちは、IT など目に見えないものを使いこなすこと

で、従来やってきたことをはるかに超えて、スピイディ

に、なおかつ革新的なものを生み出す必要があるよう

に思います。今改めて企業も、個人も限界を越えた努

力をすることが求められているように思います。パソコ

ンでもソフトが古くなったら、仕事になりません。これか

らの時代は今まで通用していたことが全く通用しなくな

るという危機意識を持って仕事をしていく必要があるよ

うに感じます。過剰に神経質になる必要はないと思い

ますが、無知であってはならないと思います。人口減

少、格差は拡大すると思います。世帯人数も二人、一

人がどんどん増える、これが避けられない現実です。

政府は病院や施設にお任せだった医療や介護を地域

や在宅に戻していこうと真剣に考え、具体的な手を打っ

てきています。コンビニチェーンは介護業者と組み新し

い業態を考えたり、介護食を作って届けることも真剣に 

考えています。アマゾンがいよいよリアル店舗を出店す

るようですし、今まで当たり前だったものやコトが、新し

いものの登場で、あっさりと乗りかえられてしまい、以

前のものは役に立たないそんな時代になるような気が

します。情報収集の感度を高め、判断し、行動に移す

ことが大切になるように思います。 

 

◆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．１３４８  平成２９年１月１０日 
 

2016～2017 年度 

国際ロータリーのテーマ 

次 週 のプログラム：１月 ２４日  「自 己 小 伝 」 加 藤  輝 男 会 員  

次々週のプログラム：１月 ３１日  「職 業 奉 仕 月 間 」 奉 仕 プロジェクト委 員 会  



◆ニコＢＯＸ   黒澤 明男 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  「新年抱負」   

 

   
 

 
これは 1 日の終わり、西に太陽が沈む頃に水汲みに行ってご飯を作るという習慣から西の方角を指すようになったと言われ

ており、また酉という字は象形文字で首の長い酒器を表しており、この中に入っている液体をさんずいをつけ酒というそうで

す。酉（とり）は収穫した実から酒を作り、利を得ることだそうです。 

 2017 年は丁（ひのと）は成長期の安定、酉（とり）は収穫期で利を得るということで、すくすくと成長して収穫を迎えるという

嬉しい年になってくれればと思います。 

 60 年前の丁酉（ひのと・とり）は 1957 年です。 

 ・神武景気と岩戸景気のちょうど間の時期 

 ・新 5000 円札、100 円硬貨発行 

 ・ソ連が世界初の人工衛星スプートニク 1 号と犬を乗せたスプートニク 2 号を打ち上げた 

 ・東海村の日本原子力研究所で日本で初めて核分裂状態の「臨界」に達した 

 ・トヨタがアメリカへの自動車の輸出を始めた 

 ・「有楽町であいましょう」フランク永井が歌いヒット 

 

 
具体的に申し上げますと、①会員増強としてあと２名の入会を推進する、②小諸市八幡宮八朔相撲に対する地区補助金

申請を３月の締め切りまでに行う、③３０周年記念式典の企画や準備を進める、④規定改正に対する細則変更を全員で検

討する機会を設けるということだと思います。 

また、それと並行して当クラブの一番の目的は会員相互の親睦にあります。例会を中心にクラブ運営委員会のサポートを

できる限り行っていきたいと思いますし、なにより５月の合同親睦コンペには必ず出場して前回のＡ級戦犯の汚名を返上す

べく精進して参りたいと思います。 

掛川年度後半も皆さんのご指導とご協力をいただきながら、幹事として引き続き頑張って参りますのでどうぞよろしくお願

い致します。 

矢島 栄一君 今年もよろしくお願いします。 

小池平一郎君 

古希になると疫も関係なし、息子

の後厄の厄落としで、善光寺と

北向観音にお参りして来ました。 

前田 博志君 あけましておめでとうございます 

美齊津 明君 
年男です。宜しくお願い致しま

す。 

橋詰 希望君 駅伝、青学３連覇おめでとう！ 

黒澤 明男君 本年も宜しくお願いします。 

小山 盛夫君 
何年振りかのラッキー賞です。今

年は羽ばたきたい気持ちです。 

 

新年にあたり  小池平一郎 副会長 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。あと半年、掛川会長を支えて参り

たいと存じます。 今年の正月は良い天気で暖かく大変おだやかでした。 

 今年は 2017 年、皇紀 2677 年、丁酉（ひのと・とり）です。丁（ひのと）はすくすくと伸びる茎がしっか

りしはじめた状態を指し、酉（とり）は季節なら秋で時刻なら夕方（17 時か 19 時）方位なら西、酉という

字は西によく似ており、この西という字は水汲み用の器から来ているといいます。 

新年の抱負  矢島 栄一 幹事 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

幹事として折り返し後の半年間については、年度初めから掲げてきましたサポートしていきたい主要

項目の①会員増強、②地区奉仕活動の補助金申請、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という項目をどう進めていくかが課題となります。 

新年の抱負   掛川興太郎 会長 

 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 本年も会員増強に力を入れて 2 名の新会員の増強に努めたいと思います。皆様のご協力宜しく 

お願い致します。 


