
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今日は、その、支援の元になる、ロータリー寄付金の要

をしてくれている、矢島さんのお話があります。勉強させて

頂きます。矢島さん。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 【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 

  9 月より１ドル＝１０６円（現行１０８円）に変更 

２．米山梅吉記念館より館報 

３．例会変更 

千曲川ＲＣ ９月１８日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ９月１８日（水） 定刻受付なし 

 ９月２５日（水） 定刻受付なし 

 10 月９日（水） 定刻受付なし 

 10 月２３日（水）） 定刻受付なし 

 10 月 30 日（水） 定刻受付あり 

 11 月６日（水） 定刻受付なし 

４．南佐久ＲＣよりクラブ計画書 

５．週報 

  千曲川、小諸、南佐久、上田東、上田西、丸子、上田 

六文銭・東御ＲＣ 

・来週 9 月 10 日（火）ガバナー公式訪問です。スーツ、ネク

タイ着用でご出席お願いします。 

【本日の配布物】 

  週報 1469 号、ガバナー月信 9 月号、ロータリーの友 9

月号 
  

◆出席報告   黒田 説成 委員 

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     ２名  ８５．７１％ 

前々回（8/20）    ＭＵ       ０名  ９０．４７％ 
 

◆委員会報告       

 クラブ広報委員会   新藤 修一 委員長  

 ・ロータリーの友９月号紹介 
 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１  前田 博志 君 

 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 新藤 修一 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆結婚祝 
  前田 博志会員・寿美子夫人 

   小山 等会員・志帆夫人 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

【八朔相撲その１】 

一昨日、９月１日（日）小諸浅間ロータリークラブを代表

して、黒沢幹事と二人で八朔相撲にご招待を受けて、参加

してきました。 

記念すべきロータリーデイになります。９時４５分に到着

し早速二人で、ロータリーのフラッグを立てました。私は恐

る恐る組み立て始めたのですが、「ダメだな。これは受け

がこちら側だから反対に」と黒沢さんに教わりながら、「え

ぇ！どうしてそれが分かるんですか？」と驚きますと、黒沢

さんは平然と「釣りをしていたら分かる。釣り竿と同じだ」と

言いました。あぁそこか。教科書には書いてない。負け

た・・と思いました。 

荒縄を切って、その旗を立てます。荒縄は物置にありま

したが、鋏がありません。二人で、一週間前の土俵造りの

時に、大井総代長に教わった「よりを戻して切る。そうすれ

ば簡単に切れる。何事も同じだ」と呪文の様に唱えながら

切りました。 

さて、宮司さんのもと、お祭りが進み、代表して、玉串奉

奠をさせて頂きました。宮司さんが「祓いたまえ、清めたま

え」お祓いを受けて。身体も心も清くなりました。 

お宮から出ると、予想通り、既に小池先生は来ていまし

た。矢島さんもスポーツライクな姿で立っていました。ここ

まで走って来たのかしら？みんなすごいなぁと思いました。

希望さんも鴨下さんも。みんなありがとうございました。 

大井総代長、山岸県議、小泉市長が挨拶されました。 

その中で、全てのご挨拶に、「小諸浅間ロータリークラブか 

ら子供たちの化粧まわしを贈呈頂き」とか「一週間前に土

俵づくりをお手伝い頂き」と言われてとても光栄で嬉しかっ

たです。最後には、荒町和合会の会長さんが、やはり同様

に言って頂いた時には、本当に嬉しさが爆発です。因み

に、荒町和合会の会長さんは、私たちの小山等くんです。 

え・・と、このまま話していると、１時間になっちゃうので、こ

の後はとても神聖な話になるのですが、次々回に譲りまし

ょう。 

 

 

 

 

◆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．１４７０  令和元年９月３日 
 

2019～2020 年度 

国際ロータリーのテーマ 

次 週 のプログラム：９月 １０日   

「ガバナー公 式 訪 問 」  

次々週のプログラム： ９月 １７日  

        「自 己 小 伝 」 望 月  完 会 員   



◆ニコＢＯＸ   矢島 栄一 委員 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 【本日のプログラム】   『ロータリーの友月間』 クラブ広報・情報委員会 矢島 栄一 会員  

  

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田 博志君 矢島さん、ありがとう。 

黒澤 明男君 
八朔相撲の奉仕活動、来年はもっとガ

ンバリます！！ 

渡辺 頼雄君 早退させて頂きます。 

小山 等君 

皆様のお力のおかげで八幡宮八朔相

撲が無事開催出来ました。メディアで作

業着を着て土俵作りをされている姿を

拝見し、私も来年は是非参加せねばと

心に誓いました・ 

新藤 修一君 
矢島さん「ロータリーの友」紹介のプロ

グラムをやって頂き有難うございます。 

中河 邦忠君 八朔相撲不参加のお詫びに。 

小池平一郎君 

八朔相撲無事に終わり、お天気にも恵

まれ良かったです。CTK、小諸新聞にも 

載せて頂きました。 

青松 英和君 
八朔相撲の土俵作り、本番への参加と 

御尽力の会員の皆様お疲れ様でした。 

小林 秋生君  

 
『ロータリーの友』紹介 |  2

9月は「ロータリーの友月間」です

9月はロータリーの友月間です。
10月の米山月間と同様、日本独自の月間です。

知らなかった！

 

『ロータリーの友』紹介 |  3

1953年1月 創刊

ロータリーの友 創刊号
（1953年1月号）

1952年7月、日本のロータリーが
2地区に分割されました。
分割後も、お互いのことを知って
いたいという思いがあり、両地区
に共通の雑誌の発行が決まりま
した。
因みに、この創刊号『ロータリー
の友』の発行部数は、3,300部で
した。

 
『ロータリーの友』紹介 |  4

Rotary Ｇｌｏｂａｌ Media Network の仲間たち

 
『ロータリーの友』紹介 |  5

ロータリアンの購読義務

日本のロータリアンは、『ロータリーの友』または、
『The Rotarian』を購読する義務があります。

 

『ロータリーの友』紹介 |  11

2019-20年度『友』の表紙は・・・・・・

 
『ロータリーの友』紹介 |  12

2019-20年度 新企画① この人 訪ねて

 
『ロータリーの友』紹介 |  13

2019-20年度 新企画② 侃侃鍔鍔（かんかんがくがく）

『ロータリーの友』紹介 |  17

ご投稿に際してのお願い 1

活動から１カ月以内ですか？

 
『ロータリーの友』紹介 |  22

『ロータリーの友』は

ロータリアンを結ぶ懸け橋です

ご活用ください

 


