
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも時間がまるっきり足りない。仕方ありません。 

また、今日から楽しくやりましょう。 

 

【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 

   6 月より 1 ドル＝108 円（現行 107 円）に変更 

２．米山梅吉記念館より館報 

３．ロータリー文庫運営委員会より緊急事態宣言解除によ

り 6 月開館 

４．古川静男ガバナーより 

  ・2019～2020 年度地区大会報告書 

  ・地区会員増強セミナー延期 

５．2020～2021 年度成田守夫ガバナーより［ＲＹＬＡ］開催

中止 

６．第 2600 地区ＲＬＩ作田永子委員長より次年度ＲＬＩ中止 

７．佐久ロータリークラブ 二見光子会長エレクトより佐久

ローターアクト設立延期 

８．佐久コスモスロータリークラブより例会場変更・事務所

移転について 

   ６月１日より 

例会場 佐久グランドホテル 

仮事務所 佐久市新子田 1934 ﾏｲｸﾛｽﾄｰﾝ㈱内 

９．小諸青年会議所よりマスク協賛礼状 

10．第 21 回虚子・こもろ全国俳句大会実行委員会より 

作品集 

11．例会変更 

軽井沢ＲＣ ６月２２日（月） 定刻受付なし 

 ６月２９日（月） 定刻受付なし 

上田ＲＣ ６月２９日（月） 定刻受付あり 

上田六文銭ＲＣ ６月３０日（火） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ ６月１７日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ６月１７日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ６月２４日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ ６月１７日（水） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ６月２５日（木） 定刻受付なし 

   

12．週報 

  小諸・千曲川・上田・上田東・丸子・上田西・東御ＲＣ 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 望月 完 委員 

 

◆誕生祝 
５月 望月 完会員 

 ６月 橋詰希望会員・美齊津 明会員・両川博之会員 

     小山 等会員 

◆結婚祝 
５月 鴨下直哉会員・幸子夫人 

  ６月 川野義春会員・美香夫人 

◆皆勤祝 
 ６月 橋詰希望会員（29） 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

皆さん。本当に久しぶりです。３ヶ月皆と会えませんでし

た。私たちの人生にこんな事があるなんて。 

本当に夢のようです。 

入ったばかりの川野さんごめんなさい。お金取られてず

ーとお休みで、「こんなはずじゃ・・」と思ったでしょう。田中

さんには入会式もお預けで本当にごめんなさい。でもこれ

からその分も含めおつりがくるくらい楽しい事しますから勘

弁して下さい。 

今日は、どうしてもの人を除き、すごい１００％！素晴ら

しいです。よちよち歩きで出発していきましょう。 

嬉しいのは私たち会員の誰もが感染していない。どの私

たちの企業も感染していないことです。 

ロッキーのように１２ラウンドの終了のゴングが鳴ったと

き、リングに立ってさえいれば、それでやっていけるはず

だ。ながい一生の中で、こんな１年があって仕方ない。無

かったことにする。それがだめだったらもう１年なかった事

にしよう、その連続で生きて行くしかありません。 

でも私たち大人はよいけれど、子供達にはかわいそうだ

ったな、と本当に悔しいです。一生のうちでこの時にしか経

験出来ない事が全てキャンセルになりました。ほんと残念

で申し訳ないです。 

もっとたくさんの挨拶をしてみんなに笑って欲しかったな

ぁ。と思っています。しゃべりたいことはやまほどあります。 

 

◆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．１４９４  令和２年６月１６日 
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◆ニコＢＯＸ   橋詰 希望 委員 

 

 

【新入会員】  

 

 
                       

前田 博志君 がんばろうね！ 

渡辺 頼雄君 
しばらくぶりにお会いできてとてもうれし

いです。 

黒澤 明男君  

鴨下 直哉君 コロナに負けないように頑張ります。 

加藤 輝男君 

今日、皆様に会えてうれしいです。早くコ

ロナ、消えてほしいです。宜しくお願い致

します。 

小山 等君 
誕生日プレゼントありがとうございまし

た。コロナに負けずに頑張ります。 

中河 邦忠君  

望月 完君 

久しぶりに皆さんにお会いできてとてもう

れしかったです。毎週お会いできるよう

新型コロナウィルスの終息を願うばかり

です。 

橋詰 希望君 

来月 7 月 1 日より合併により、社名変更

となります。誕生祝と皆勤賞ありがとうご

ざいました。 

両川 博之君 誕生祝、ありがとうございます。 

小池平一郎君 長いお休みでした。お久しぶりです。 

次 週 のプログラム：    ６月２３日 「飯綱山公園草刈り」 奉仕プロジェクト委員会 

次々週 の プ ロ グ ラ ム ： ６月３０日 「年度を顧みて」 会長・副会長・幹事 

   

氏    名： 田中 陽介 会員 

現 住 所： 〒390-0813  

松本市埋橋 1-7-1 

企 業 名： 長野銀行小諸支店 

職業分類： 普通銀行 

・例会終了後現及び次期合同理事会 

・来週 6 月 23 日（火）飯綱山公園草刈り、作業の出来る服 

装で草刈り機等ご持参の上、ご出席お願い致します。

（クラブ用帽子も） 

【本日の配布物】 

週報 1493 号、ガバナー月信５・６月号、 

ロータリーの友 3・4 月号、2019～2020 年度地区大会

報告書 

 

◆出席報告   中河 邦忠 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％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．10     田中 陽介 君 

 

青松 英和君 

田中支店長、ご歓迎致します。皆さん、

今般のコロナ禍にめげず、気力・体力を

維持して頑張りましょう。 

掛川興太郎君 

本当に久しぶりで皆様にお会い出来まし

た。皆様の元気なお顔を拝見でき．嬉し

く思います。 

矢島 栄一君 

皆さん、たいへんご無沙汰いたしまし

た。これから継続して例会が開催される

ことを祈念します。 

朝倉 俊次君 
いつもありがとうございます。お元気で

すこやかに！ 

小林 秋生君 

皆さん、お久しぶりです。未だ先行がど

うなるか分かりませんが、兎に角前へ進

むしかありません。やまない雨はないと

言われます。目標を持って元気に進み

たいと思います。 

田中 陽介君 

新入生にお長野銀、田中です。転勤して

2 ｶ月あまり、ようやく方向がわかってき

ました。これからは町のこと、皆さんのこ

とをもっと知りたいと思います。コロナに

負けないよう、力を合わせましょう。 

 


