
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶対に私達の企業を守る。 

この次、またみんなで元気に会いましょう。楽しみにして

います。会長挨拶にします。 

 

【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 

    4 月より１ドル＝108 円（現行 110 円）に変更 

  ・新型コロナウィルス感染拡大防止の為日本事務局在

宅勤務 

・国際大会（ホノルル）中止 

２．「ロータリーの友事務所」より新型コロナウィルス対応

によりロータリーの友５月号の発刊を中止 ５-６月号

合併号の発刊とする 

３．米山記念奨学会より新型コロナウィルス感染拡大防止

の為在宅勤務 

４．ロータリー文庫運営委員会より 5 月 6 日までロータリー 

文庫閉館  

５．古川静男ガバナーより 

・第 31 回ＲＹＬＡ報告書 ・「ＰＥＴＳ代替研修」中止 

６．東信第一グループ山浦俊一ガバナー補佐、東信第二

グループ松澤一志ガバナー補佐より「ＩＭ・会員セミナ

ー」ＤＶＤ 

７．佐久ロータリークラブより「佐久ローターアクトクラブ」説

明会及び意見交換会について 

   日時 4 月 26 日（日）10：30～ 

   場所 佐久建設会館 

８．第２６００地区ローターアクト年次大会中止  

９．日本ユネスコ協会連盟より書き損じハガキ礼状 

10．例会変更 

佐久コスモスＲＣ ４月１３日（月） 定刻受付なし 

 ４月２０日（月） 定刻受付なし 

 ４月２７日（月） 定刻受付なし 

軽井沢ＲＣ ４月１３日（月） 定刻受付なし 

 ４月２０日（月） 定刻受付なし 

 ４月２７日（月） 定刻受付なし 

 ５月 ４日（月） 定刻受付なし 

 ５月１１日（月） 定刻受付なし 

 ５月１８日（月） 定刻受付なし 

 ５月２５日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ４月１４日（火） 定刻受付なし 

 ４月２１日（火） 定刻受付なし 

 ４月２８日（火） 定刻受付なし 

 ５月 ５日（火） 定刻受付なし 

 ５月１２日（火） 定刻受付なし 

 ４月２９日（水） 定刻受付なし 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 朝倉 俊次 委員 

 

◆誕生祝 
３月 矢島栄一会員 

 ４月 川野義春会員 

◆結婚祝 
３月 橋詰希望会員・潤子夫人 

黒澤明男会員・田鶴子夫人 

青松英和会員・順子夫人 

  ４月 小池平一郎会員・瑞穂夫人 

     渡辺頼雄会員・常子夫人 

     加藤輝男会員・まさ子夫人 

     新井粒太会員・玲子夫人 

◆皆勤祝 
 ３月 前田博志会員（14） 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

皆さん、お久しぶりです。クラブ創設以来、こんなになが

く皆さんと会えなかった事はありません。 

しかし、このクラブ例会がクラスター発生の源であっては

決してならない事です。ちょうど一か月前の３月８日。私達

総勢２０名は、鴨下委員長に連れられて楽しい、楽しい親

睦旅行に旅立つはずでした。中止を決めたあの日は、そ

れでも半々の可能性だったと思っています。１年前の話で

はありません。たった一か月前の話です。 

本日夕、非常事態宣言が発せられます。信じられない

世界に私達は立っています、この会長挨拶でさえ、極力短

くしなければなりません。今日は幸いにも、驚くべき出席率

で皆さんと会えました。とっても嬉しかったです。この後の

理事会承認して頂いて、この４月いっぱいの休会を頂くこと

になります。その後も未定です。４月の末に皆さんに FAX

でお知らせします。 

またしばらく会えない日々が続くかもしれませんが、どう

か皆さんご無事で。またしばらく会えない日々が続くかもし

れませんが、どうか皆さんご無事で。自分自身を守る事

が、家族を守る事に、そして、ひいては私達が寄って立つ

企業を地域を守る事に繋がるのは言を待ちません。大不

況がやってきます。脇を固めて下さい。絶対に罹患しない 

 

 

◆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 
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 ◆ニコＢＯＸ   矢島 栄一 委員 

 

【新入会員】  

 

 
    

                       

上田東ＲＣ ４月１５日（水） 定刻受付なし 

 ４月２２日（水） 定刻受付なし 

 ４月２９日（水） 定刻受付なし 

 ５月 ６日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ ４月１６日（木） 定刻受付なし 

 ４月２３日（木） 定刻受付なし 

 ４月３０日（木） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ４月１６日（木） 定刻受付なし 

 ４月２３日（木） 定刻受付なし 

 ４月３０日（木） 定刻受付なし 

 ５月 ７日（木） 定刻受付なし 

前田 博志君 みんな、元気で 

小林 秋生君 
COVIO-19 コロナ菌、いやですね。早く

終わってほしいですね。 

青松 英和君 
今回のコロナウィルスの騒ぎが早く終息

してもらいたいものです。 

矢島 栄一君 

例会の中止が続いて残念です。今日は

誕生祝をいただきありがとうございま

す。 

小山 等君 

皆様に久々お会いできて嬉しいです。新

型コロナに負けない様に頑張りたいで

す。 

新藤 修一君 

短い間でしたが、本当にお世話になりま

した。また、どこかでお会い出来たらロー

タリーソングのように「やぁ。」と声かけて 

下さい。ありがとうございました。 

渡辺 頼雄君 
早く安心して暮らしたいと思います。新し

い会員嬉しく思います。 

黒澤 明男君 

42 日ぶりの例会、お久しぶりです。コロ

ナに負けず元気でお過ごし何よりです。 

川野さん入会、大歓迎です。よろしくお

つき合いの程お願いします。 

川野 義春君 

今日、入会させて頂き、ありがとうござ

いました。今後もよろしくお願いします。

本日はありがとうございました。 

橋詰 希望君 皆で頑張りましょう。 

鴨下 直哉君 コロナに負けないように頑張りましょう。 

両川 博之君 コロナに気をつけましょう。 

小池平一郎君 

新藤さんお元気で。田中さんご歓迎致

します。川野さんご歓迎致します。今後

共よろしくお願いします。コロナ撲滅

に！ 

掛川興太郎君 コロナ騒動が早く終息することを！ 

望月 完君 

全世界でコロナの影響で大変な事にな

っております。早期の終息を願うばかり

です。 

加藤 輝男君 
久しぶりに会員の皆様に会えて嬉しい

です。 

中河 邦忠君  

朝倉 俊次君  

次週のプログラム：  

４/１４・４/２１日/４/２８ 

新型コロナウィルス感染防止対策休会 

５/５ 法定休日の為休会 

 

小諸ＲＣ ４月１５日（水） 定刻受付なし 

 ４月２２日（水） 定刻受付なし 

 ４月２９日（水） 定刻受付なし 

 ５月 ６日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ４月１５日（水） 定刻受付なし 

 ４月２９日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ 4 月 8 日（水） 定刻受付なし 

 ４月１５日（水） 定刻受付なし 

 ４月２２日（水） 通常例会 

 ４月２９日（水） 定刻受付なし 

11．週報 

   南佐久、佐久、丸子、上田六文銭、東御ＲＣ 

・例会終了後理事会 

【本日の配布物】 

週報 1492 号、ガバナー月信３・４月号、 

ロータリーの友 3・4 月号 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．８     小林 秋生 君 

 

◆出席報告   両川 博之 委員長 

会員数 ２０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（2/18）  ＭＵ        ０名  ７５．００％ 

      （2/25）  ＭＵ        ０名  ８５．００％ 

 

 

氏    名： 川野 義春 会員 

現 住 所： 〒385-0051  

佐久市中込 3679-57  

コーポ中央 7 号室 

企 業 名： ＰＳ代行ドライビングサービス 

職業分類： 代行業 


