
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．関口孝裕東信第一グループガバナー補佐より 

第 2 回会長・幹事会開催について 

    日時 2 月 2 日（金）17：30～ 

    場所 佐久グランドホテル 

５．例会変更 

上田西ＲＣ 1 月 11 日（木） 定刻受付あり 

６．週報 

  佐久、佐久コスモス、丸子、上田西ＲＣ 

７．年賀状 

  朴敏貞様、小諸青年会議所、富田景子様、㈱オクトン 

８．㈱アイクより小諸新聞 

・1 月 16 日（火）新年夜間例会 18 時より 音羽 

【本日の配布物】 

週報 1394 号、ガバナー月信 1 月号、ロータリーの友 1

月号、臨時理事会報告、原ガバナー年次報告 

 

◆出席報告   美齊津 明 委員 

会員数２２名  出席義務者２２名  免除者０名     

本 日         出 席   １９名 

            事前 MU  ０名  ８６．３６％ 

前々回（12/12）   ＭＵ    ０名  ８０．９５％ 

 

◆委員会報告 

クラブ広報・情報委員会 朝倉 俊次 委員 

  ロータリーの友 1 月号紹介 

 

◆ラッキー賞    

  NO．４  黒澤 明男君 

 

◆ニコＢＯＸ   朝倉 俊次 委員 

小池平一郎君 

半年が無事終了致しました。皆様に感

謝申し上げます。後半も宜しくお願い致

します。 

小林 秋生君 
新年おめでとうございます。本年もよろ

しくお願い致します。 

青松 英和君 今年もよろしくお願い致します。 

前田 博志君 加藤さんすごいです。 

美齊津 明君 本年もよろしくお願い致します。 

朝倉 俊次君 
今年も一年頑張りますので宜しくお願い

致します。 

黒澤 明男君 ラッキー賞有難うございます。 

橋詰 希望君 
新年明けて、急に副会長席に座ること

になり、心新たに頑張ります。 

加藤 輝男君 

明けましておめでとうございます。米山

功労者の感謝状を頂きありがとうござ

いました。上田西高サッカー、佐久長聖

高駅伝マラソン素晴らしいです。 

◆点鐘 小池平一郎 会長 

◆SAA 黒澤 明男 委員長 

◆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】  小池平一郎 会長 
 あけましておめでとうございます。皆様それぞれの輝かし

い正月を祝われたことと思います。平成 30 年、西暦 2018

年、皇紀 2678 年、戊戌（つちのえ いぬ）の幕開けです。 

 小諸浅間ロータリークラブも創立 30 周年を向え、いよいよ

4 月 15 日に創立 30 周年の記念式典を向える年になりまし

た。渡辺頼雄実行委員長を中心に皆様全員の協力を頂き、

クラブにとって素晴らしい記念日になる様に、よろしくお願い

致します。 

 昨年暮に、ロータリー財団地区補助金を頂いて行っている

八幡神社の八朔相撲の化粧回しが出来上がり、故湯本会

員の奥様より連絡を頂き、受け取って参りました。 

 我々クラブのバナーである小山敬三画伯の紅浅間を元に

したデザインで素晴らしい出来栄えです。2 月 13 日の例会

の日に八幡遇祭事係の皆様に贈呈したいと思います。 

 湯本呉服店に伺った折、奥様からロータリークラブの皆様

に大変お世話になりましたと、丁重なご挨拶と御礼を戴きま

した。本日ご報告致します。（みかん１箱、商品券 1 万円分） 

 戌年生まれは全国で 976 万人で十二支の中で最小とのこ

とです。総人口 1 億 2660 万人の 7.7％との推計が総務省か

ら発表されました。私が生まれた 1946 年生まれが少ない

為、十二支の中で最も少ないとのことの様です。（男性 475

万人 女性 502 万人） 

 

【幹事報告】 小林 秋生 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＝１１４円（現行 112 円）に変更 

２．長野県ﾕﾈｽｺ連絡協議会より世界寺子屋ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「書 

き損じハガキ回収運動」協力お願い 

   締切 2 月末日  

３．第 2600 地区職業奉仕委員会より地区職業奉仕セミナー 

案内   

日時 2 月 4 日（日）13：00～15：50 

   場所 松本市 キッセイ文化ホール 

   職業奉仕委員長はじめ 3～5 名の参加依頼 

 

◆会 長 / 小池平一郎     ◆副  会  長 / 湯本 敏晴 

◆幹 事 / 小林 秋生    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 依田 晋一 

◆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．１３９５ 平成３０年１月９日 
 

2017～2018 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



 

【本日のプログラム】  「新年抱負・年男決意表明」                                         

  
小林秋生幹事はじめ皆様方のご協力を頂き、何とか努めたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
次年度はガバナー補佐として小池さんに８クラブをまとめていただかなければなりません。会長としてもサポートしていこ 

うと思います。 

やらなければならないことが山積する１年になります。頑張らなければと思っています。 

 

  
目標としては、会員増強があります。昨年７月の期首に会長さんが掲げた２名以上の入会がございます。１名は鴨下さん 

のご入会で達成されました。あと半期でもう１名以上の入会があれば、全目標の達成と言うことになります。期待・努力・協

力、頑張りましょう。 

それから４月１５日に予定されているクラブ創立３０周年の記念行事があります。現在、実行委員会により、大体の骨格が 

形成され、具体的な細部の仕上げが進行しており、本日も、このあと委員会を開催致します。 

３０周年と言えば、私ごとではありますが、私の会社も昨年７月１日に創立３０周年を迎えまして、１２月に記念のイベントを

行うことが出来ました。ロータリークラブへの奉仕参画も、こうした職業奉仕の根幹があればこそと、思いをあらたにした次第

であります。これからも、情熱を傾けて、頑張りたいと思います。 

 

  
なったのは、紀元前 2～4 世紀の暦中国でのこと、子はねずみ、丑は牛、そして戌には「犬」があてられました。そして今年は

戌年ということです。十二支のうち 11 番目にあたる「戌」は季節でいうと晩秋、即ち作物を収穫する時期ということのようで

す。 

 私が生まれたのは 1946 年、丙戌（ひのえいぬ）の年です。前回の戌年が６順目で還暦、今年が 7 回目の戌年になります。 

昨年 8 月と 11 月に孫が生まれ、今年の 2 月にもう一人孫が生まれる予定です。私と同じ戌年の孫に期待しております。 

 72 歳の年男としては心身共に鍛えるとはいきませんが健やかにフレイルに陥らない様（フレイルという言葉は虚弱という英

語のフレイリィからです）過ごして行ければと思っています。 

 現在、会長を務めさせて頂いている小諸市文化協会も今年度 30 周年を迎えています。この 1 月 19 日（金）に 30 周年記念

コンサートとして、素晴らしい合唱団フォレスタを小諸に迎え、文化会館ホールで記念コンサートを開催致します。ご来場い

ただける方は是非よろしくお願い致します。 

 

 

 

次 週 のプログラム：１月 １６日  「新 年 会 ・夜 間 例 会 」  クラブ運 営 委 員 会  

次々週のプログラム：１月 ２３日  「こもろ観 光 ガイドの現 状 と課 題 」清 水  季 志 子 氏  

「新年抱負」 小池平一郎 会 長 

 下半期の抱負は創立 30 周年の記念式典を行うにあたり、皆様のご協力を頂き、記念すべき日

を全員で祝いたいことです。そして渡辺文夫会員増強委員長と共に会員増強に励みたいと思い

ます。昨年暮れに入会して下さった鴨下会員に続き若い会員を増やせればと思っています。 

 そして、7月から始まる 2018～2019 年度のガバナー補佐という大役をまかされた以上 

「新年抱負」 橋詰 希望 副会長 

 湯本次期会長の逝去に伴い、７月から会長を務めさせていただきます。 

急な交代なので戸惑いもありますが、会員の皆様のご協力をいただき次年度に向けて準備をし

て、会長としてクラブと皆さんに奉仕をしていこうと思います。 

４月１５日の３０周年の記念式典を、家族を含め全員の参加で成功させたい。 

「新年に思う」 小林 秋生 幹 事 

 新年、明けましておめでとうございます。 

新年の抱負と言うことでありますが、抱負としては、特別に思っていることはありません。 ただ、幹

事の立場として、会長さんの補佐をしてクラブ運営をしっかりと支えることが、 あと半期のおつとめ 

であると考えております。 

「年男決意表明」 小池平一郎 会員 

 我がクラブには戌年の会員が私しかおりませんので「戌年」の話を・・・ 

 子、丑、寅ではじまる十二支のサイクル 2018 年は戌年になりますが、古代中国の暦がもとにな

っており、日本でもはるか弥生時代から使われていたそうです。そして十二支はやがて方角や時

刻、日づけをも表わすようになりました。を分かりやすくしようと動物にあてはめて表現するように 


