
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１年間本当にありがとうございました。最後の会長挨拶

といたします。 

 

【幹事報告】 青松 英和 副幹事 

１．「第 15 回ロータリー日韓親善会議 2019」について 

  日時 9 月 28 日（土）13:40～ 

  会場 仙台国際センター２Ｆ大ホール・展示室 

２．米山梅吉記念館より創立 50 周年式典について 

  日時 9 月 14 日（土）14:00～ 

  会場 東レ総合研修センター 米山梅吉記念館 

３．日本ユネスコ協会連盟より書き損じハガキ礼状 

４．例会変更 

軽井沢ＲＣ ７月８日（月） 定刻受付あり 

 ７月１５日（月） 定刻受付なし 

佐久コスモスＲＣ ７月８日（月） 定刻受付あり 

 ７月１５日（月） 定刻受付なし 

上田ＲＣ ７月１５日（月） 定刻受付なし 

 ７月２９日（月） 定刻受付あり 

 ８月１２日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ７月１６日（火） 定刻受付なし 

５．週報 

  丸子ＲＣ 

≪本日の配布物≫ 

週報 146１号 

ナー月信 4・5 月号、入会候補者お伺い 

◆出席報告   黒田 説成 委員長 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名     

本 日         出 席   １６名 

            事前 MU   １名  ７６．１９％ 

前々回（6/11）   ＭＵ     ０名  ７６．１９％ 

 

◆ラッキー賞     

 ＮＯ．８   新藤 修一 君 

 

 

◆点鐘 橋詰 希望 会長 

◆SAA 加藤 輝男 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 手に手つないで 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 濱嶋加津男君（小諸ＲＣ） 

柏木 君雄君（小諸ＲＣ） 

 

【会長挨拶】  橋詰 希望 会長 

本日は小諸クラブの濱嶋会長と柏木幹事がおいでいた

だいております。いろいろな機会でご一緒させていただき

ました。大変お世話になりありがとうございました。 

先週の飯綱山の草刈りは皆さんお疲れ様でした。ユウ

ワの白鳥さんの応援もあり作業もはかどりましたが、途中

で加藤さんが足が痛くなってしまい大丈夫だったでしょう

か。 

昨年の 7 月、会長とはクラブ全員のために奉仕をする役

目だと決意して、自分なりにできることを行動してきました。

例会は何をおいても全部出席しようと思っていました。例

会だけでなく地区大会、会員セミナー、他クラブや他団体

の記念式典なども全部出席いたしましたが、化粧まわし寄

贈により長野県神社庁から表彰状をいただいた時には、

急な要請で他の行事と重なりやむなく黒澤幹事にお願いし

て出席していただきました。１年間ケガや病気にもならず

健康でいられたことも感謝です。そして私が会長として活

動できたのは私を支えてくれた黒沢幹事や、前田副会長、

そして私をいつも会長、会長と持ち上げてくださった各委員

長や会員の皆さん、そして理事会の議題など事前に重要

なことに対して情報やアドバイスをくださり、毎週の会報作

成にご尽力くださった事務局の掛川さんのおかげでありま

す。さらに小池ガバナー補佐が近くにいてくださったのでと

ても安心でした。その小池ガバナー補佐をしっかり支えてく

ださった小林地区幹事にも感謝申し上げます。 

あと１週間で前田会長にバトンタッチします。ホッとしてし

ばらくゆっくりしたいと思いますが、これからも直前会長とし

てできることは応援していきたいと思います。 

 

 

 

 

◆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．１４６２  令和元年６月２５日 
 

2018～2019 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



◆ニコＢＯＸ   小林 秋生 委員 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】   『年度を顧みて』     

   

会の席などで私の挨拶を見てくださっていると言われ内容は大丈夫だったかと心配になりました。 

会員増強について、高齢が理由で依田晋一さんと渡辺文夫さんが、また仕事の拡張により時間が取れなくなったという理

由で、渡辺英世さんが退会されました。代わりに転勤によりしばらく間が空いていましたが長野銀行の新藤支店長と、加藤さ

んの推薦で望月完さんが入会してくださいました。来週には小山商会の小山さんが前田副会長のご尽力で入会していただ

きます。 

地区大会の参加や式典も今年度は多くあり小諸クラブの創立５０周年記念式典や、小諸青年会議所の認証５５周年に出

席させていただいたり、小池ガバナー補佐主催の 2 月 17 日の会員セミナーとインターシティミーティングを上田東クラブと合

同で開催し、多くのメンバーが参加していただきました。 

２年前に米山奨学生朴敏貞さんのカウンセラーに任命され、会長職とダブらない予定でしたが湯本さんの急逝により１年

間は両方をさせていただきました。私たちのクラブは何名かの奨学生や交換留学生のお世話もしてきましたが、敏ちゃんの

ご両親が卒業式に出席する日程の中で、わざわざ我がクラブにお礼のご挨拶に来ていただいたことは非常にうれしかったこ

とでした。ご両親を歓迎する食事会にも多くのメンバーが参加してくださり感謝申し上げます。必ずや将来日本と韓国の懸け

橋になってくれることを信じています。 

八朔相撲の化粧まわしの贈呈や、土俵つくり、神事と相撲観戦も印象が深い行事でした。 

小諸高校音楽科と吹奏楽部の支援、ガールスカウトの支援や飯綱山の草刈りは引き続き行っていってほしいと思います。ガ

ールスカウトはただお金だけでなく小諸クラブが懐古園の動物のエサを集めるロータリーデイにお手伝いをしていただいて

いるように、私たちのクラブでも何かお手伝いをしていただき交流が図れるような機会も必要かなと思いました。 

一年間本当にありがとうございました。 

 

 

    

 

 

濱嶋加津男君 

先週の当クラブ例会に橋詰会長・黒澤

幹事がご挨拶にお出向きいただき、あ

りがとうございました。小池ガバナー補

佐・会員の皆様には今年度は創立 55

周年記念例会、年二回の合同夜間例

会・ゴルフコンペ等で親睦を計れ、感謝

申し上げますと共に、今後もよろしくお

願い致します。 

柏木 君雄君 
小諸ＲＣ幹事を務めました。この一年

種々ご協力ありがとうございました。 

橋詰 希望君 

小諸ＲＣ濱嶋会長・柏木幹事お疲れ様

でした。一年間、会長を務めさせていた

だき感謝申し上げます。 

前田 博志君 一年間ありがとう。 

青松 英和君 橋詰会長、一年間お疲れ様でした。 

小池平一郎君 

濱嶋会長・柏木幹事ようこそ。橋詰会長

以下役員の皆様一年間ご苦労様でし

た。飯綱山の草刈り、私の写真が載っ

ていなくて残念でした。 

小林 秋生君 

今期最終例会です。会長・幹事をはじ

め執行部の皆様一年のおつとめ大変ご

苦労様でした。 

望月 完君 

橋詰会長、一年間お疲れ様でした。今

年 3 月よりお世話になり短い間でしたが 

本当にありがとうございました。前田新

会長どうぞ宜しくお願い致します。 

新藤修一君 橋詰会長、一年間お疲れ様でした。 

 

 「年度を顧みて」 橋詰 希望 会長 

 1 年間皆様のささえによって無事会長を務めることができました。 

毎回の会長挨拶は何をお話ししようかと思いましたが、自分のロータリーにかかわる出来事や自分

の意見などを 1 年間、聞いていただき感謝申し上げます。会報が各クラブに送られていて、会長幹事 



    

いいですね。やっぱりロータリーって、出席してなんぼのものです。とても有意義だったし、何より楽しかったです。 

橋詰会長にはたくさんの事を学びました。そしてとても尊敬したし、前にも増して好きになりました。 

私もほとんど皆勤賞ですが、会長は全く休まずに、私の出番は全くありませんでした（笑）。 

さぁ。来週からは、２度目の会長職を勤めさせて頂きます。皆さんの力で、支えて下さい。宜しくお願い致します。 

 

 「年度を顧みて」  黒澤 明男 幹事 

 幹事の責務は、会長を補佐し、クラブの効果的な運営をはかることです。その意味において会員の皆様が満足したかど

うかはわかりませんが、精いっぱい務めさせていただきました。会長をはじめ副会長、各委員長そして会員の皆様、事務

局の掛川さんにご協力いただきまして、大過なくクラブ運営ができましたこと、本当にありがとうございました。感謝申し上

げます。 

  新年度も楽しきクラブになるよう頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

  

しかし、年度初めに掲げました女性会員の入会は無く、この点ではかなりの難しさを感じました。その他、まだ入会には 

至っておりませんが、増強委員の皆さんや会員の方々から多くの入会候補者の情報が寄せられたことに感謝いたします。 

この情報は次期の増強委員長に引き継ぎ、更なる新規入会者の獲得に向けて努力して参ります。 

 

  

   ンで企画する必要があり。 

 ２）メディアの関心を引くような活動 

   新聞・テレビなどで取り上げられた八朔相撲はかなりの評価が得ることができた。あといくつかのアイディアを出し合っ 

  て具体策をまとめてはと思います。 

３）４）５）については組織の規模・資力・マンパワーにおいて体制が整っていないこともあり行動出来なかった。 

「ロータリーの友」、クラブ会報ともにメンバーの皆様の協力のこと遂行することが出来ました。 

 なお、事務局におきましては準備等、たいへんお世話になりました。 

 

「副会長を終えて」 前田 博志 副会長 

２度目の副会長職を今日終えます。大変お世話になりました。 

会長・幹事の後を追って、とても勉強させて頂いた１年になりました。 

基本的にほとんどの行事に参加しました。 

 「年度を顧みて」  会員増強委員会 青松 英和 委員長 

今期は高齢に因る退会者 2 名、事業繁忙に因る退会者 1 名と計 3 名の会員が減じましたが、新規

に 2 名の若手の会員が入会しました。次年度初めにも若手の会員 1 名の入会が確定しており、とり

あえず現有会員数は維持できる方向です。 

 「年度を顧みて」 クラブ広報・情報委員会 新井 粒太 委員長 

方針に従い 

１） クラブの好ましいイメージづくりと会員増強について 

イメージづくりの効果的な情宣活動が充分に行うことが出来なかった。具体的に長いスパ 



  

分でも参加された方々に迷惑をかけず、少しでも楽しい旅行が出来る様旅行会社の担当者と何回も打合せをし、観光 

の選択、食事の事、特にお昼の食事は皆様楽しみにしていて気体に応得る様と実際にでる料理の写真を見せて頂き 

いろいろ吟味致しました。欲を言えばちょっと予算を増やし、もう少し豪華にやりたかったという思いが本年でした。 

 12 月のクリスマス家族夜間例会も家族、子供さん、お孫さんと年齢に大差がありますが、クリスマス会なので家族楽し 

く盛り上げていかなければと会員の皆様に協力して頂き、ほんとうに有難うございました。 

 この一年、自分の仕事、ロータリークラブでの毎週の出席、すごく忙しい毎日でしたが、健康な体が続く限り何とか皆様 

について行ければと思っております。 

 

 「一年間を顧みて」 奉仕プロジェクト委員会 朝倉 俊次 委員長 

  至らない点、多々ございましたが、会長さんや幹事さん、また会員の皆様のお陰をもちまして、一年無事に過ごすこと 

が出来ました。 

２期連続での奉仕プロジェクトの委員長となりますが、続けてご支援頂ければと思います。 

 

  

大口寄付をいただいている方々のおかげでなんとか恰好はついておりますが、来期はより多くの皆様のご協力をお願い

したいと思います。 

また前期に引き続き、地区補助金活動ということで八朔相撲の化粧まわしを贈呈することができました。ロータリーのロゴ

がデザインされたたいへん立派な化粧まわしとなりました。小諸新聞に取り上げていただき、コミュニティテレビこもろの取材

もあって広報活動の一端を果たせたかと思います。 

来期は地区補助金 727 ドルが決定されており、今年度より１割ほどスケールダウンとなりますが、できるだけ効果につな

がる活動を工夫していきます。 

２．米山記念奨学会について 

米山奨学生朴敏貞さんには、カウンセラークラブとしてクラブ全員の皆さんに温かくサポートしていただいたおかげで、朴

さんも無事に長野大学を卒業され立派に巣立って行かれました。最後にご両親も一緒にお礼のご挨拶に見えられ、楽しい

時間を共に過ごせて本当に感動しました。 

朴さんの奨学生としての活動は、当クラブにとってもたいへん有意義な経験であり、良き思い出となりましたが、これも橋

詰カウンセラーが陰になり日向になりして支え続けた結果であることは言うまでもありません。橋詰会長には大任を果たされ

ましたこと改めて感謝申し上げます。 

朴さんのおかげもあって、米山記念奨学金に理解を深めていただく方が増え、９名で４２万円の寄付をいただきました。１

人平均では２０，２３８円となり１人２万円以上という目標を達成することができました。 

とは言うものの、こちらも次年度には一人でも多くの皆様からのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

「年度を顧みて」  クラブ運営委員会 加藤 輝男 委員長 

 昨年度の７月からクラブ運営委員会に所属し、一年間いろいろな事を先輩の方に聞きなが

らやって参りました。 

 その中で特に思い出に残る事、８月の納涼夜間例会、11 月の家族親睦旅行、この旅行は自 

「年度を顧みて」  ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 矢島 栄一 委員長 

 １．ロータリー財団について 

まず、年初に掲げた年次寄付１人１５０㌦の目標に対してですが、結果は９名で２，５８０㌦の

寄付をいただきましたが、目標の一人平均１５０㌦にはあと２７㌦ほど及びませんでした。 

次 週 のプログラム： ７月 ２日  「新 役 員 の方 針 抱 負 」会 長 ・副 会 長 ・幹 事  

次々週のプログラム： ７月 ９日  「委 員 長 挨 拶 」 各 委 員 長  

       


