
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【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 

   １月より１ドル＝１１０円（現行１０８円）に変更    

２．年賀状 

   小諸青年会議所、㈱オクトン 

３．週報 

   佐久、千曲川、東御ＲＣ  

・来週１月１４日（火）新年夜間例会 18：00 より 

【本日の配布物】 

週報 1485 号 
 

◆出席報告   両川 博之 委員長 

会員数 ２０名  出席義務者 ２０名  免除者 ０名     

本 日         出 席     １６名 

            事前 MU     ０名  ８０．００％ 

前々回（12/17）  ＭＵ        ０名  ８０．９５％ 

 

◆委員会報告     

 クラブ運営委員会  鴨下 直哉 委員長 

・1 月 14 日（火）新年夜間例会について 
 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１２      小池平一郎 君 
  

◆ニコＢＯＸ   小林 秋生 委員 
 

前田 博志君 どうぞよろしくお願いします。 

黒澤 明男君 
誕生祝、ありがとうございました。今後と

も宜しくお願い致します。 

加藤 輝男君 

明けましておめでとうございます。休み

中は毎日出勤をしていましたが、利益

はゼロでした。数の子、いくらの食べ過

ぎで通風になりそうでした。食べ過ぎは

いけないと思います。 

望月 完君 

新年あけましておめでとうございます。

本年は年男ですので、気合を入れて仕

事にプライベートに活躍できればと思っ

ております。本年もどうぞよろしくお願い

します。 

小林 秋生君 

新年おめでとうございます。多くを望ん

ではいけないと思いますが、ただ一つ

健康な良い年であるように祈ります。 

中河 邦忠君 
本年は一陽来復になる様にガンバリま

す。 

 

◆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 
 中込裕幸会員・幸子夫人 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 
あらためて、新年のご挨拶を申し上げます。 

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。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

どんなお正月をお過ごしになりましたか。穏やかな９連休。

長いお休みになりました。ご家族が集まられて、さぞかしお

賑やかで、美味しいおせち料理に舌堤を打たれたことでし

ょう。ご同慶の至りです。楽しいお話を是非お聞かせ願い

たいと思います。 

また、職種によっては、休みどころではない、稼ぎ時で、

てんてこまいだったよ、おっしゃられる方もいらっしゃるでし

ょう。私は関西弁で「おかせぎやす」と言う言葉が大好きで

す。いっぱいお稼ぎになりましたか。たくさんのニコボックス

をお願い致します。 

私はと言えば、９連休を本当にのんびり過ごさせていた

だきました。いつもなら、孫に振り回される正月休みになる

のですが、それぞれ大きくなった孫が、受験勉強だから、ク

ラブだから、お友達がね。だからね。おじいちゃんとばかり

遊んでばかりいられないの。あぁ。そうですか。お年玉上げ

たら、あぁもう行っちゃうのね。 

家内と二人で、孫が食べ残した、お節料理を少しずつ毎

日食べて、「あぁ。また青学大が総合優勝した。さぞかし誰

かさんは喜んでいる事だろう」とＴＶを観て、そして、昨年暮

れにパワーポイントで知った、史学科卒業推薦の、チンギ

スハンの北方謙三のチンギス紀を２巻も読破しました。鏡

を見ました。「私の目は燃えているか」私はチンギスハンじ

ゃない。 

さぁ。今年はどんな年になるのでしょう？オリンピックがや

ってきます。トランプ大統領は再選されるのでしょうか？安

倍さんは四期目を迎えるの？ 

私達の最も注目する経済は堅調なのか？はたまた、後退

しているのか。皆目見当も尽きませんが、私達小諸浅間ロ

ータリークラブが、そしてメンバーそれぞれの企業と家族と

健康を真っ先に願わずにはいられません。 

幸せな年に向けて日々邁進しようではありませんか、と

結ばせて頂いて、新年最初の会長挨拶といたします。 

どうぞ今年もよろしくお願い致します。 

 

 

 

◆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．１４８６  令和２年１月 7 日 
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 【本日のプログラム】  新年抱負・年男決意表明        

新年抱負  渡辺 頼雄 副会長 

明けましておめでとうございます。年明け早々休みですみません。皆々様にとって健康で良い年でありますようにお祈り 

致します。 

昨年は前田さん、黒澤さんコンビのもと、入会して数年の皆様方の活躍がありがたく、嬉しく思いました。今年も新しい

同志が増えることを心より期待したいと思います。 

さて 2020 年 日本の経済も政治も大きく変わる年であるといわれます。東京五輪、パラリンピック、5 世代通信（5G）のサ

ービス開始、また衆院解散か、またトランプ米大統領選、米中ひと休み、日韓 英国 EU 離脱 中東、目が離せません。 

海外での仕事が多い立場からすると、2020 年 1 月 1 日発行する日米貿易協定、そして日本主導の TPP、現在交渉 

進行中の RCEP 東アジア地域包括的経済連携、日中韓 FTA、いずれも日本が主導役になっていることがありがたい 

です。自由貿易圏の拡大に期待と希望を持ちたいと思います。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

    

   先ずは、去年の職業奉仕プロジェクト委員会の企画で、ブルーマリンさんを見学させて頂き、よし自分も会員になり、 

がんばって体を鍛えるぞ！と心に決めてから、もう半年がたとうとしております。 

ダメ人間ですよね！今年は、東京オリンピックが８月に開催されます。体を鍛えるきっかけには、ちょうど良いタイミング

だと、自分勝手に思っています。６０歳子年での挑戦です。ちょっと大袈裟でしたね。今月中に入会して、実行したいと思っ

ております。 

① 次に自分は好きなことは別にして、何でも後回しにする悪い癖があります。いつも期日が切羽詰まってからのあ

わただしい行動となってしまうので、その日のことは、その日のうち処理するように改めたいと思います。 

② 子年のせいか、いつもチョロチョロしているのでじっくり構えて行動する。物事を安易に考えてしまうので、深く考

えて行動する。 

③ これは決意表明とは違いますが、今年の５月２日に還暦を迎えるにあたり赤いちゃんちゃんこを着るのは抵抗が

ありますので赤色の何かをと思っています。自分は車好きで特にスポーツカーが好みです。 

できれば、ちゃんちゃんこの代わりに跳ね馬マークの赤いスポーツカーを‥と夢の様な事を考えております。人

は目的があると長生きできるそうですので、いつかは、夢を叶えられればと思っています。 

以上が私の２０２０年、年男『還暦』決意表明となります。 

 

 

橋詰 希望君 

年末から家族で大きな車が必要となり

加藤さんから格安で車をお借りしまし

た。青学駅伝優勝おめでとうございま

す。 

小池平一郎君 

ラッキー賞ありがとう。望月さん！2 年ぶ

り位です。今年もよろしくお願いします。

暮、正月は子供夫婦や孫たちが来信。

民宿の様でした。 

掛川興太郎君 
明けましておめでとうございます。今年も

宜しくお願い致します。 

新年抱負  黒澤 明男 幹事 

 小諸浅間ロータリークラブの事業は上半期集中型です。ガバナー公式訪問、納涼夜間例会、地区

大会、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大成功で終了いたしました。

新しき令和 2 年のメイン行事は 2 月 15 日ＩＭ・会員セミナー、3 月 8 日家族親睦旅行、4 月 12 日地

区研修・協議会が予定されております。各々のイベントに会員の皆様のご参加よろしくお願いしま

す。 あと半年クラブの円滑な運営をしてまいりますのでよろしくお願い申しあげます。 

  

年男決意表明  望月 完 会員 

 新年あけましておめでとうございます。ロータリークラブの皆様には、いつも暖かく見守って頂き

大変感謝申し上げます。私の新年の抱負及び年男決意表明をさせて頂きます。年男と６０歳『還

暦』をダブルで迎えるに当たり何か新しいことにチャレンジしながら、悪い癖等も改められればと思 

っております。還暦というと凄く年老いたイメージが自分の中にありました。いざ自分が直面すると

６０歳まだまだいけるじゃん！これから これから と身勝手な事を思う私です。 

両川 博之君 
明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い致します。 

新藤 修一君 本年もよろしくお願いします。 

青松 英和君 
明けましておめでとうございます。今年

も宜しくお願いします。 

朝倉 俊次君 本年もよろしくお願いいたします。 

鴨下 直哉君 
今後共よろしくお願いします。今年も頑

張りますのでよろしくお願いします。 

 

次週のプログラム： １月１４日（火） 「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 ２１日（火）  「卓話」 日精ＡＳＢ 社長 宮坂 純一 氏 

  


