
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【幹事報告】 黒澤 明男 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  

   ７月より１ドル＝１０８円（現行１１０円）に変更 

２．古川静男ガバナーより地区補助金説明会について 

  日時 7 月 28 日（日）受付 13:30 14:00～16:00 

  場所 ホテル中村屋 

  出席者 会長、ロータリー財団委員長、補助金プロジェ

クト担当者 

３．例会変更 

千曲川ＲＣ ７月１７日（水） 定刻受付あり 

 ７月２４日（水） 定刻受付なし 

 ７月３１日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ７月１７日（水） 定刻受付なし 

 ７月２４日（水） 定刻受付あり 

 ７月３１日（水） 定刻受付あり 

 ８月１４日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ ７月１７日（水） 定刻受付なし 

 ７月３１日（水） 定刻受付なし 

 ８月１４日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ ７月１８日（木） 定刻受付あり 

 ８月１日（木） 定刻受付なし 

 ８月１５日（木） 定刻受付なし 

 

・来週７月９日（火）プログラム「委員長挨拶」各委員長の

皆様は原稿をご用意の上、ご出席下さい。 

【本日の配布物】 

週報 1462 号、ガバナー月信 1 号、ガバナー月信ファイル 

これだけは知っておきたいロータリーの基礎、クラブファイ

ル 

 

◆出席報告   両川 博之 委員長 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名     

本 日         出 席   １８名 

            事前 MU   ０名  ８５．７１％ 

前々回（6/18）   ＭＵ     ０名  ８０．９５％ 

 

◆ラッキー賞     

 ＮＯ．１５   黒田 説成 君 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 鴨下 直哉 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆結婚祝 
  朝倉俊次会員・真由美夫人 

 

◆皆勤祝 
小池平一郎会員（31）・黒澤 明男会員（20） 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

あらためて、今期１年、どうぞ宜しくお願い致します。 

まず、この記念すべき初回の例会に、小山等君を頂い

たことに、本当に感謝したいと思います。等君、ようこそ小

諸浅間ロータリークラブに！心から歓迎いたします。絶対

に後悔させないから＾＾。 

先週の金曜日、出社し駐車場から下って来ると、珍しく

小泉市長とバッティングしました。嬉しくて、「おはようござ

います」とご挨拶申し上げると、市長も深々とお辞儀を返し

てくれて「ロータリークラブ会長ご就任おめでとうございま

す」と挨拶を頂きました。更に嬉しくて、「ありがとうございま

す。頑張りますのでどうぞ宜しく」とお返ししました。驚きま

した。何故知っているのだろう。 

疑問はすぐに解けました。私の机の上に「小諸新聞」が乗

っていたからです。 

小諸新聞に、私達の名前が載っていたのですね。 

事務所スタッフ全員がニコニコしながら「いい写真だね」と

褒めてくれました。 

そんな風に始まった２期目の会長職となりました。 

背筋が伸びた様な気がしました。 

誠心誠意務めさせて頂きます。 

あらためて、前期橋詰会長に敬意を申し上げ、これからお

世話になる、渡辺副会長、黒沢幹事、各委員長の皆さん、

そして掛川さんに、深甚なる謝意を申し上げ、記念すべき

第１回目の会長挨拶と致します。 

 

 

 

 

◆会 長 / 前田 博志     ◆副  会  長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新藤 修一 

◆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 3 階 

NO．１４６３  令和元年７月２日 
 

2019～2020 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】   『新役員の方針・抱負』    

  

古川ガバナーは、２６００地区標語を「ロータリーの魅力を広げよう」と掲げました。大賛成です。同じ目標に向かって邁 

進していこうと決めています。ガバナーは、PETS で、クラブ会長はクラブの「顔」である、と諭しました。この一年間、いつ 

もロータリーの事を、クラブの誰よりも考えていきたい。ロータリーの走る広告塔になりたい。そう思っています。 

今までややもすると硬直化しそうなメンバー層が、嬉しい事に、ここに来て一気に若返って来ました。その新メンバー 

を中心に委員長を組閣することが出来ました。彼らを中核に更に会員を増強し、発展していきたいと燃えています。 

八朔相撲の土俵作り化粧まわし、小諸高校音楽科への支援。この繋がりを持てた事は幸せの極みです。胸が高鳴 

ります。 

クラブの一番の自慢は、全員が一致団結して仲良しであることです。この自慢は、３０年間変わることがありません 

でした。何て幸せなクラブなんだろう。そして、もう一つ自慢が増えました。例会場の「音羽」の料理が最高に美味しい 

ことです。 

是非入会して下さい、メイクにも来て下さい。そして私たちの笑顔を見て下さい。１年間、頑張っていきます。支えて 

下さい、応援して下さい。一緒に駆けていきましょう。 

 

  

黒澤幹事はじめ委員長の皆様、会員の皆様のご協力を頂き楽しい年度になりますよう、また会長には健康に注意 

されお仕事はほどほどに、お休みにならないようお願い申し上げます。 

 

 

前田 博志君 一年間、よろしくお願い致します。 

黒澤 明男君 

会員の皆様のご協力と事務局の掛川さ

んの援助で一年間無事に幹事を全うし

たいと思って居ります。よろしくお願いし

ます。小山さん、入会大歓迎です、今後

共よろしくお願いします。 

橋詰 希望君 

前田会長はじめ新役員の皆様一年間

頑張って下さい。小山等さん入会歓迎

致します。 

加藤 輝男君 

小山さん入会おめでとうございます。私

も入会当時少し不安もありましたが、皆

さんにやさしくして頂きました。宜しくお

願い致します。 

青松 英和君 今期、宜しくお願いします。 

渡辺 頼雄君 
今年、一年宜しくお願い申し上げます。

小山さん入会歓迎申し上げます。 

小池平一郎君 

小山さん入会歓迎致します。前田会長

はじめ役員の皆様一年間頑張って下さ

い。ガバナー補佐一年間無事に務め終

わりました。小林幹事、掛川事務局の

おかげです。皆勤祝ありがとうございま

した。 

小林 秋生君 

新入会員の小山さん入会おめでとうご

ざいます。今日の例会から新年度へ入

りました。また、一年新しい気分で出席

して行きたいと思います。 

黒田 説成君 小山さん入会おめでとうございます。 

 

「会長抱負」 前田博志 会長 

 初回の時にはガバナーは都築さんでした。彼の事はとても尊敬していて、幸せな１年を過ごしま

した。今年度の古川ガバナーは、なんと同業で、司法書士会長野県会で、一緒に会務発展に邁進し

た仲間です。なんて幸せなことだろうと感謝して出発しています。 

「副会長抱負」 渡辺 頼雄 副会長 

 今度は副会長に任命頂き、大変光栄に思います。また恐縮しております。前田会長の前向

きでやさしさに満ちた会の運営ご一緒できること楽しみに致しております。会長を支えるお仕

事ですが、会長に支えて頂く事になると思いますが、宜しくお願い申し上げます。 



   

                   

【新入会員】  

       

            

   『ご入会、おめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。』 クラブ会員一同 

 

 

 

              
             左から渡辺新副会長、橋詰直前会長、前田新会長、黒澤新幹事（兼旧幹事） 

 

 

 

   

 

          

 

        

 

 

 

次 週 のプログラム： ７月  ９日  「委 員 長 挨 拶 」 各 委 員 長  

次々週のプログラム： ７月 １６日  「ガバナー補 佐 を振 り返 る」 

                         小 池 平 一 郎 ガバナー補 佐  

                         小 林  秋 生 ガバナー補 佐 幹 事  

 

「新年度の抱負」 黒澤 明男 幹事 

 3 回目の幹事に就任します。一年間よろしくお願いします。過去 2 回の経験（手抜きを含

めて）をふまえ、会長を支え、クラブの効果的な運営とメンバーの皆様の楽しく有意義なク

ラブライフをサポートできればと考えております。どうぞ宜しくお願いします。 

 

氏    名： 小山 等 会員 

現 住 所： 〒384-0014  

小諸市荒町１－５－８ 

企 業 名： ㈱小山商会 

職業分類： ガソリン小売 


