
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

牧野家菩提寺光岳寺の和尚さんが、みんなに「彼は自分

の仲間だ」と言ってくれた。それ以来、大おじいさんが私を

気に入って頂いて私はやっと認められました。 

たくさん数えきれない思い出があります。黒田さん、本

当にありがとうございました。 

ロータリーをやめると言っても、同じ町にいるんだからい

つでも会える。 

最後に、あの黒田さんのお言葉をそっくりお礼させて頂

いて、お餞別といたします。黒田さん。俺たち、ずーと仲間

ですから。 

黒田さん、長い間、本当にありがとうございました。 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．長野県ユネスコ連絡協議会より「書き損じハガキ回収

運動」協力について 

   書き損じハガキ 2 月末日まで    

２．週報 

   丸子ＲＣ  

・当クラブ 12 月 31 日定款による休会 

【本日の配布物】 

週報 1484 号、臨時理事会報告 

 

◆出席報告   両川 博之 委員 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名     

本 日         出 席     １７名 

            事前 MU    ０名  ８０．９５％ 

前々回（12/10）  ＭＵ        ０名  ７１．４３％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１     前田 博志 君 

 

 

 

 

 

 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 朝倉 俊次 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我等の生業 

 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

【仲間】 

皆さん、こんにちは。 

今日は令和元年の最後の例会になります。私、会長就

任以来毎回、「今日は嬉しいお知らせがあります」とご挨拶

させて頂いて参りましたが、今年最後のこの日、今日は悲

しいお知らせを皆さんにしなければならなくなりました。 

チャーターメンバーの黒田さんが、今日をもってロータリー

クラブを退会することになりました。３２年間。黒田さんは、

小諸浅間ロータリークラブ発足当初から華々しくご活躍頂

きました。第１２代会長、幹事、副会長。そして、島田分区

代理を輩出した折りには、分区代理幹事も歴任されまし

た。本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

私には黒田さんには、二つ忘れられない思い出があり

ます。 

一つは、私が１０年ほど前、会長をさせて頂いた時の事

です。納涼夜間例会の企画を私が頂いて、御代田のメル

シャン美術館の敷地内にあった、ピットーレというイタリア

ンレストランで黒田ハワイアンバンドの演奏の元、ハワイア

ンを満喫した時の事です。とても盛り上がった真夏の夕

べ。終わって黒田さんが「前田くん。今日は最高だった。今

までで一番良かった」と褒めてくれた事です。本当に嬉しか

った。黒田さんの笑顔まで、そっくり覚えています。 

次に忘れられないのは私が入会したばかりの時の事で

す。私が結婚した当時の話です。婚家はとても厳格で、大

おじいさん、大おばあさん、お父さん、お母さんが立派な床

の間を背に座っていました。その時、どういう場面だか忘

れましたが、黒田さんがちょうど牧野家にいらっしゃって、

「おお。前田くん。」と言って親しく私に接してくれて、その大

おじいさんに「彼は俺たちの仲間だ」と何回も何回も言って

くれました。 

◆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．１４８５ 令和元年１２月２４日 
 

2019～2020 年度 

国際ロータリーのテーマ 



 

◆ニコＢＯＸ   矢島 栄一 委員 

 

 【本日のプログラム】 『上半期を顧みて』        

 

  
今年は令和、穏やかな時代を願う訳でありますが、地球も世界も荒れたスタートでありました。新しい年、東京オリンピッ 

クです。フェアーの気持ちで世界中平和で安定した一年であって欲しいと思います。みなさんが健康で 会長は休まれない 

ようにお願いして報告にかえさせて頂きます。 

 

ります。 

＜各委員長を支える＞前田年度の委員長さんは従来と違った独特のキャラの持主で委員会活動はユニークで素晴 

らしいものでありました。ご担当の皆様に感謝申し上げます。 

＜会員増強＞初回例会に小山等会員が入会されました。大歓迎であり大変うれしく感じたのは私だけではなかった 

と思います。この感激を下半期にもう 2 回くらい味わう努力をいたします。 

下半期は反省することなく努めますので相変わらずよろしくお願いします。 

黒田 説成君 長い間、お世話になりました。 

前田 博志君 黒田さん、ありがとう。 

渡辺 頼雄君 

黒田さん、32 年間ありがとうございまし

た。ご健康でまたお会いできる事を楽し

みにしております。 

黒澤 明男君 

一年間大変お世話になりありがとうござ

いました。黒田会員の退会残念です。

私が入会の時の会長であり、面倒をお

掛けしました。 

小林 秋生君 

本日はクリスマスイブであります。何と

なく聖なるおめでたい日の例会です。黒

田説成会員がご高齢の理由で退会を

する日に重なりました。残念ですが、ど

うぞ続く人生をお元気でとエールを贈り

ます。 

小池平一郎君 

黒田さん、32 年間ありがとうございまし

た。チャターメンバーがまた一人減って

寂しいです。黒田さんは御馬寄の私の

父の実家の目の前のお寺の出でご縁

があり残念です。 

青松 英和君 
黒田さんの退会、誠に残念です。長い

間お疲れ様でした。 

朝倉 俊次君 黒田さん、長らくご苦労様でした。 

橋詰 希望君 
黒田さん、10 回以上もミャンマー旅行ご

一緒させて頂き、楽しかったです。 

新藤 修一君 

黒田さん、32 年間のロータリー活動、本

当にお疲れ様でした。ありがとうござい

ました。 

両川 博之君 
黒田さん退会という事で大変寂しい思

いであります。 

矢島 栄一君 
黒田さん、長い間本当にありがとうござ

いました。どうかお元気で！ 

鴨下 直哉君 
黒田さん、また歌を聞かせて下さい。あ

りがとうございました。 

加藤 輝男君 
黒田さん、ご苦労様でした。私も出来る

限り長生きしたいと思います。 

望月 完君 

本日はクリスマスイブですね！黒田さ

ん、長い間お疲れ様でした。まだまだい

ろいろ教えて頂きたかったので、とても

寂しく思います。これからもお元気でご

活躍下さい。ありがとうございました。 

小山 等君 

黒田さん、長い間本当にありがとうござ

いました。また、町内でお会いした時は

よろしくお願いいたします。先日は拙い

自己小伝をお聞かせしてしまい申し訳

ありませんでした。まだ恥ずかしい気持

ちで一杯です。 

 

「上半期を顧みて」 渡辺 頼雄 副会長 

年度の前半、皆さまには大変お世話になりました。会長補佐というお役目ですが前田会長・黒

澤幹事に守って頂いた半年間でした。ありがとうございました。少しずつ若返っていく我がクラブ、

活力を感じます。嬉しいです。また新しいメンバーが増えることを期待しております。 

「上半期を顧みて」 黒澤 明男 幹事 

幹事の役目は、会長を補佐し、クラブの効率的な運用をはかることです。上半期において幹事とし

ての責務を果たせたか検証します。＜会長を補佐する＞ベテランの会長で、また、気配り、細やか

さが抜群ですので、唯、幹事という名前だけであった半年でした。下半期は頑張りたいと思ってお 



 ロータリーの主旨とか奉仕の心とかを事細かく説明出来る様な気持ちが大切なのかなと思います。 

  下半期は出来るだけ時間の出来る時は会員増強の方に力を注いでゆきたいと思っております。是非、皆様にもご協力 

よろしくお願いいたします。 

 

  

前田会長をはじめ、皆様にご手配いただいたおかげで、小諸新聞やコミュニティテレビこもろで小諸浅間ロータリーク 

ラブの活動を取り上げていただく機会が増えてきていると思います。本当にありがとうございます。新年からクラブ帽子 

も新しくできるので、更に目立つようになると思います。引き続き、ロータリーの活動が目に触れる機会を増やせるよう 

にご協力をお願いいたします。 

 「ロータリーの友」月間や、クラブ会報発行等の情報活動につきましても、委員の皆様や掛川さんに支えていただき、 

大変感謝申し上げます。委員長として至らない点が多々ありますが、下期も引き続きよろしくお願いします。 

 

   

の合同夜間例会・ゴルフ（小諸高原ゴルフ）を開催して優勝は小諸浅間ロータリークラブになりました。夜は小諸ロータリー 

クラブとの合同夜間例会を音羽様にて行い意見交換が出来ました。  

12 月 10 日（火）クリスマスご家族夜間例会をエキシブ軽井沢にてクリスマスプレゼントを朝倉会員様よりベーカリ―カ 

フェ ココラデ御代田店からパン詰め合わせと美齊津会員様より軽井沢ファーマーズギフトを提供して頂き、ひもでプレゼン 

トに付けて何が当たるとてもドキドキ感があり楽しく盛り上がりました。最後にお子様にプレゼントを渡して大変喜んで頂き 

ました。令和 2 年 3 月 8 日にて家族親睦旅行を開催しますので楽しんで頂ける企画にしていきたいと思います。 

 

 

思います。 

その中で８月の職場訪問で、ブルーマリン見学の週の例会と、11 月のロータリーリーダーシップ研究会 2600 地区 

の作田委員長を塩尻市よりお迎えしまして、卓話を頂いた週の例会におきましては、90％を超える出席率だった 

ように記憶しています。最初に委員会計画で出席率向上を掲げましたが、あまり良く無かった様に思います。 

 また卓話については、お願いした皆様には快く承諾いただき、有難く思います。7 月には、長野銀行支店長の新 

「上半期を顧みて」 会員増強委員会 加藤 輝男 委員長 

 会員増強委員会として、この上半期自分としては声をかけ出来るだけ会員を増やそうと努力して

参りました。 

 しかし、相手の方へのアピール不足なのか、説明不足なのか返答はあまり少なめでした。要は 

 

「上半期を顧みて」 クラブ広報・情報委員会  新藤 修一 委員長 

年度始めに、ロータリークラブが実施している活動を外部の皆様に「見える」ようにしていき、当ク

ラブに対する理解を深めるとともに、イメージ向上と会員増強につながるように活動することを活動

計画に挙げさせていただきました。 

「上半期を顧みて」 クラブ運営委員会  鴨下 直哉 委員長 

 親睦活動行事として 8 月 06 日（火）納涼夜間例会を音羽様にてご家族で参加されました。参加さ

れたお子様に学校で楽しい事、習い事、将来なりたい事をインタビューしてとても沢山意見が出て

楽しく出来ました。そして最後に花火をプレゼントしてとても盛り上がりました。10 月 29 日小諸 RC と 

「上半期を顧みて」 出席・プログラム委員会  両川 博之 委員長 

良く分からないまま始めまして上半期が終了しましたが、上半期の出席・プログラムの

状況を報告致します。 

先ずは上半期の例会出席率の状況ですが、概ね、70％から 80％前後で推移して行ったと 



藤修一会員にはキャッシュレス時代到来について、また 9 月には、望月 完（おさむ）会員の楽しい自己小伝を 

聞かせて頂きました。10 月は小諸青年会議所によるイベントの紹介、米山奨学生の林 大一（イㇺデイル）さん 

の卓話を頂きました。11 月に入り 12 日には、先程も言いましたＲＬＩの作田永子２６００地区委員長にＲＬＩの 

議論のやり方について、卓話をいただきました。また 19 日には、竹内小諸市議会議長による、小諸市のスモール 

シテイ計画についてお話を頂きました。 

また、12 月に入り小山 等（ひとし）会員による自己小伝は、パワーポイントを使った素晴らしい内容でした。 

下半期も出席率向上に繋がるように、プログラムの充実を図りたいと思います。 

 

  

  

からの私」というテーマで卓話を行っていただき、将来の日韓友好関係の懸け橋になっていただけるようなことを期待し 

ながらお話を聞かせていただきました。 

   また、１１月のロータリー財団月間では卓話でロータリー財団の寄付金を中心とした話と米山記念奨学会の活動状 

況やこちらも寄付金の内容について解説させていただきました。  

次に地区補助金活動として行っている八幡宮八朔相撲のお手伝いですが、土俵づくりが 8 月 26 日の月曜日に行な 

われ、平日にもかかわらず会長、幹事以下 8 名の皆様にご参加いただいて土俵づくりの作業を行いました。作業も４年 

目ともなると皆さん段取りもよくなって、自分の役割分担が既に決まっていたかのようにそれぞれの場所で黙々と作業を 

されておられました。ただ今年は土俵俵を縄で縛る作業が新たに加わり、その縛り方になかなかなじめず苦労しました 

が、それが逆に勉強にもなりました。メディアにも取り上げていただき、八朔相撲当日も多くの関係者の皆さんから感謝 

の言葉を頂戴したとのことで、地域に根差した活動になってきているのではと勝手に思い込んでおります。 

先日、会長からもアナウンスしていただきましたが、贈呈用の化粧まわし 2 点が無事に完成して、来年 2 月 4 日には 

贈呈式を行うことで進めております。 

最後に今年度の主な寄付金目標を再度掲げさせていただきますが、とくに最近は当クラブでも寄付金で表彰される 

方が増えきておりまして、まことに頼もしく感じているところです。あらためて感謝申し上げます。 

【ロータリー財団】 

・ 年次寄付は目標額 1 人平均 150 ドルを達成する。 

【米山記念奨学会】 

・ 特別寄付 1 人年平均 20,000 円以上の目標を達成する。 

以上、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

次週のプログラム： １２月３１日（火） 「定款による休会」 

次々週のプログラム：   １月  7日（火）  「新年抱負・年男決意表明」会長・副会長・幹事 望月 完会員 

  

「上半期を顧みて」 奉仕プロジェクト委員会  朝倉 俊次 委員長 

会長、また各会員の皆様方に、適切なアドバイスをいただき何とか無事に出来ましたこと、心より

お礼申し上げます。 

引き続き、下半期も通例を参考とし相談申し上げながら頑張りたいと思いますので、宜しくお願い

致します。 

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

上半期の委員会の活動内容について発表させていただきます。 

まず、１０月の米山月間では韓国から留学している林大一（ｲﾑ･ﾃﾞｲﾙ）さんに「地域デザインとこれ 


