
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スマホといえば、高級レストランでも従業員は休憩時間

には、腰掛にみんな並んでスマホの画面を眺めている姿

は異様でした。スマホは見る限りお年寄りは別にしてほと

んどの人が使っている印象を受けました。 

スーパーに行けばスマホで決済し、現金は使わず、タクシ

ー代もスマホをかざせばＯＫです。 

中国の人は、子ども特に赤ちゃんには優しいまなざしで

見てくれるし、レストラン従業員も仕事中でも抱っこしたり

遊んでくれたりしてくれます。スーパーマーケットでも、クリ

ーニング屋さんでもお客を含めて優しく対応してくれます。 

中国と国と国との関係は、ともかく人間的にはあまり悪

いような人はいないような気がしました。 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．例会変更 

軽井沢ＲＣ １月２８日（月） 定刻受付あり 

 ２月１１日（月） 定刻受付なし 

 ２月２５日（月） 定刻受付あり 

            ３月１１日（月） 定刻受付あり 

千曲川ＲＣ １月９日（水） 定刻受付あり 

 １月３０日（水） 定刻受付なし 

２．年賀状 

   小諸青年会議所、㈱オクトン 

３．週報 

   佐久、東御ＲＣ   

・１月１５日（火）新年夜間例会 音羽 １８:００～ 

【本日の配布物】 

 週報 1440 号、ガバナー月信 1 月号、ロータリーの友 1

月号  

 

◆出席報告   新藤 修一 委員 

会員数２０名  出席義務者２０名  免除者０名     

本 日         出 席   １３名 

            事前 MU  ０名  ６５．００％ 

前々回（12/11）  ＭＵ     ０名  ８０．９５％ 

 

◆委員会報告   

奉仕プロジェクト委員会  朝倉 俊次 委員長 

  ・書き損じハガキを 2 月 28 日例会までにお願い致しま

す。 

 クラブ広報・情報委員会  矢島 栄一 委員 

 ・ロータリーの友 1 月号紹介 

 

◆ラッキー賞     

  ＮＯ．１８      加藤 輝男 君 

 

◆点鐘 橋詰 希望 会長 

◆SAA 矢島 栄一 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】  橋詰 希望 会長 
新年明けましておめでとうございます。雪のない過ごし

やすい穏やかなお正月でした。どうか本年もよろしくお願い

いたします。 

私はこの年末からお正月にかけて人生２度目の運び屋

をしました。１度目は初めての海外旅行で確か２０歳だった

と思いますが、１人で香港から台湾に行くとき、香港で買い

物中、見知らぬ台湾人と称する人間から台湾に残している

家族に荷物を持って行ってくれと頼まれ、パールのネック

レスや絹のスカーフを運びました。台湾での泊まる家を提

供してくれるという甘い言葉にのって知らない家に行きまし

た。日本からあらかじめお願いしておいたお世話になる方

に、電話で無事着いて、空港に迎えに来てくれた人の家に

いると話したところ、その方が血相を変えて迎えにきてくれ

て私を連れだしてくれました。説明されて分かったのです

が、いわゆる密輸をしたわけで、税関でチェックされなかっ

たからよかったものの、もし検査されていればしばらく帰っ

てくることができなかったと思います。 

今回は上海にいる娘家族のために孫の紙オムツやお

米、ミカンやお菓子など、航空機で運べる１人、１個２３キ

ロまでを２個４６キロ、これを夫婦で９２キロを持ち込みまし

た。実際には紙オムツの重さは、かさがあるだけで重さは

それほどではなかったので９２キロまではいきませんでし

たが。それでも二人でそれだけの荷物を持って移動するの

は大変でした。 

中国のことは渡辺さんや小林さんがよくご存知ですが、

タクシーの運転の粗さとスピードは相変わらず、さながらカ

ーチェイスのようで、乗っていて思わず体をよじってしまう

ほどです。 

しかしタクシーを呼ぶ方法はスマホで、タクシー会社サ 

イトに行先と時間を打ち込むと返事が来て、到着時間も分 

単位で教えてくれ、路上で手を挙げて拾うより確実です。 

それと行く先を乗車して言葉で告げなくても良いので中国

語ができなくても目的地に行けるという安心感があります。

車も古いためナビをつけているタクシーにはお目にかから

ず、スマホをナビとして使っています。乗る日本人も自分で

もナビを入れて見ながら、違う方向に向かっていないかど

うかも確認しながら乗っていて、スマホが便利に使われて

います。 

 

◆会 長 / 橋詰 希望     ◆副  会  長 / 前田 博志 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新井 粒太 

◆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 3 階 

NO．１４４１ 平成３１年１月８日 
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◆ニコＢＯＸ   青松 英和 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  『新年抱負・年男決意表明』 

 

   
上田東ＲＣの主催で小諸浅間は補佐クラブとして、小池ガバナー補佐を先頭に全員で運営する側になります。ほとんどの準

備は上田東でやってくれていますが、当日はしっかり役割をはたしていきたいと思います。 

４月７日は地区研修・協議会がありますが、前田次期会長を中心に次期役員の方はよろしくお願いいたします。 

個人的には体力と頭の衰えを感じています。また言葉だけになってしまいそうな気もしますが、運動や読書をしていこうと思

っています。 

本年もどうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

   
おりました。（笑） 本当に申し訳ありません。 

橋詰会長からの年賀状に、「今年は会長だね。応援しているからね」と暖かいメッセージを頂きました。私は一貫して言っ

ておりますが、橋詰さんって、ほんとに優しい人で、感謝そのものです。我ロータリークラブの宝です。年初に力いっぱい持ち

上げておきたいと思います。 

来期の古川ガナバーエレクトから、次期会長にとって、この１月から６月までの準備期間が最も大切な時だ、心して頑張り

なさい、とエールを頂いています。もしそうだとすると、橋詰年度のこれから６月までの下半期は、のんびり楽しむ美味しい季

節なのかもしれません。どうか皆で、会長を支えて、楽しくやりましょう！ 私もしっかりと支えて行きたいと思います。 

さて、次の例会は、楽しい楽しい新年会。そして、その次の２２日には、会長から頼まれて、私が卓話を致します。知ってい

る人は知っている、知らない人は知らないかもしれませんが、私２年前のちょうど今頃、泥棒に入られました。その時の話を

したいと思います。滅多に聞けない話ですので、出来たら絶対来て下さい。楽しみにして頂きたいと思います。宜しくお願い

致します。 

 

橋詰希望君 
会長職もあと半年頑張ります。本年もよ

ろしくお願い致します。 

前田 博志君 今年もよろしくお願いします。 

黒澤 明男君 本年もよろしくお願いします。 

小林 秋生君 

新年おめでとうございます。米山奨学会

のメジャードナーの表彰を賜りました。

本年も励んでいきたいと思います。あり

がとうございます。 

青松 英和君 今年もよろしくお願いします。 

加藤 輝男君 

明けましておめでとうございます。ラッキ

ー賞ありがとうございました。米山功労

賞ありがとうございました。あと半年クラ

ブ運営委員長頑張ってやって行きたい

と思います。よろしくお願い致します。 

小池平一郎君 

米山奨学会 8 回目の感謝状を頂きまし

た。今週の土曜日12日に第7回邦楽の

つどいが開催されます。是非ご来場下

さい。 

 

「新年の抱負」 橋詰 希望 会長 

 会長の役も折り返し点になりました。上半期を振り返ってでもお話ししましたように、理事役員の

皆さまや、事務局の掛川さんに支えられて半年を無事にこなすことができました。 

 下半期は我がクラブでの独自の式典などはありませんが、２月１７日にはＩ Ｍ・会員セミナーが 

「新年の抱負」 前田 博志 副会長 

 明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年もどうぞ宜しくお願い

致します。 

 昨年暮れの、いわゆる直近の例会の、「上半期を振り返る」で、しっかりと反省したばかりだか

ら、もうお話することはないなぁと、戸惑っていましたが、振り返ると、暮れの例会は私、欠席して 



         

 

 

 

 

 

  
新しき年のメイン行事は 2 月 17 日に小池ガバナー補佐のもと東信第二グループ上田東ロータリークラブとの共催による 

ＩＭと地区協議会の開催です。会員の皆様のご協力を頂き有意義な大会にしたいと思いますので一層のご協力をお願いし

ます。 

最後まで橋詰会長を補佐し、クラブの円滑な運営を計ってまいりますのであと半年も引き続きよろしくお願い申し上げま

す。 

 

  
そして何よりも猪は壁にぶつかったとしてもまた走り始めます。だから勇気を持ってどんどん壁にぶつかり、何度も何度も

走り始める、そして走り続ける。何があっても目標に向かう！ 

 

 私の目標達成の定義 

 「常に考え、自分に負け諦めたらすべて終わる。達成出来ない目標なら最初からやるな！やれば出来る！必ず出来る！

諦めるな！」毎朝言い目標達成に向かって努力しております。 

 

今年の目標は 3 つあります。 

   1 今期 1 億 5000 万 来期は 5 億利益 

   2 取締役のさらなる成長 

   3 社員は宝やめさせない環境にする 

 今年の決意表明になります。 

 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム：１月 １５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 ２２日  「卓 話 」 前 田  博 志  会 員  

       

「新年の抱負」  黒澤 明男 幹事 

毎年のことですが、小諸浅間ロータリークラブの事業は上半期集中型であります。ガバナー

公式訪問、納涼夜間例会、地区大会、家族親睦旅行、クリスマス家族夜間例会などが会員の

皆様の絶大なるご協力で全て成功裡に終えることができました。ありがとうございます。 

 

「決意表明」 鴨下 直哉 会員 

 昭和 46 年 12 月 16 日生まれ 48 歳になります。生まれて 4 回目の年亥年であります。猪は

猪突猛進(ちょとつもうしん)良い意味では目標に向かって突き進む、悪い意味では周りが見え

ていないとも取れます。ですが実際の猪は曲がるし止まることも出来ます。 


