
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラインで」と言って、５分後「そうですね。じゃ。そういうこと 

で」と電話を切る。気付くといつも黒澤さんの言う通りにな

っている。不思議な人です。こうやって企業も引っ張って来

たんだなぁ。黒澤さん本当にありがとうございました。そう

言うと、黒澤さんは決まって「いいの、いいの。今度お酌を

余分にしてもらえばいいから」と笑います。そのお酌も出 

来ません。徳利触っちゃいけないって言うんだから。信じら

れない世の中になりました。 

 本当に一年間ありがとうございました。 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 
１．例会変更 

佐久コスモスＲＣ ７月１３日（月） 定刻受付あり 

 ８月 ３日（月） 定刻受付あり 

 ８月１０日（月） 定刻受付なし 

上田ＲＣ ７月２７日（月） 定刻受付あり 

 ８月１０日（月） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ７月２２日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ ７月２２日（水） 定刻受付なし 

 ７月２９日（水） 定刻受付あり 

 ８月１２日（水） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ７月 ９日（木） 定刻受付なし 

 ７月２３日（木） 定刻受付なし 

 ７月３０日（木） 定刻受付なし 

・来週７月７日（火）日例会は新型コロナウィルス感染防止

対策休会 

【本日の配布物】 

週報 1494・1495 号 

 

◆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     １９名 

            事前 MU     ０名  ９０．４７％ 

前々回（6/16）   ＭＵ        ０名  ８０．９５％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．８    加藤 輝男 君 

 

 

◆点鐘 前田 博志 会長 

◆SAA 望月 完 委員 

 

【会長挨拶】  前田 博志 会長 

皆さんこんにちは。とうとう今年度最後の例会を迎えまし

た。前回は繰り言を申し上げましたが、今日は最後ですの

で、感謝だけを申し述べたいと思います。こんな緊急事態

の時、みんなに支えられて今日という日を迎えられました。 

本当にありがとう。 

確かにとても残念な事ではありますが。もっと悪い事だ

って限りなく想定できる場面です。誰も、どの企業も感染し

なかった。ほんとによかったです。 

まず渡辺副会長。重鎮としていつも支えて頂きました。

ありがとうございました。事務局の掛川さん。ほんと大変な

年だったね。数年先今日と言う日を振り返って、懐かしく思

う日がきっと来ます様に。ありがとう。橋詰直前会長。 

今年度は入会後間もない若い会員に、お願いして委員

長職を引き受けて頂きました。もっと大暴れしたかったな

ぁ。加藤・両川・鴨下の３兄弟。楽しかったです。その３兄弟

のお兄ちゃん役朝倉さん。新藤支店長は結局転勤しちゃっ

たけれど、きっと楽しかったと思う。矢島委員長。あなたが

いなければ財団の全てが語れない。結局ロータリーライフ

は、いかに積極的に関わる事が出来るかです。 

いち早くそのきっかけが出来て本当によかったですね。

一歩間違うとまるでスリーピーな会員になってしまいます。

高い会費払って、何もやらないのじゃつまんない。でもそれ

って、出発の時のほんの小さな差です。幸せ者。だいたい

言ったかな。 

広川虎造清水次郎長伝森の石松。いの一番にあげなく

ちゃいけない肝心な人忘れちゃいませんか。私が今日ここ

に立っていられるのも、ひとえに黒澤幹事のお蔭です。こ

んな時節になってしまったので、きっと普段よりたくさん幹

事とは運営の面で打ち合わせしました。不思議な人ですよ

ね。電話で「いや、幹事、僕はこう思います。出来たら私の 

 

◆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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国際ロータリーのテーマ 



 

◆ニコＢＯＸ   橋詰 希望 委員 

 

 

 【本日のプログラム】  「年度を顧みて」          

 

  

  新井さん長い間ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしたいと思います。また何人か新しく入会して 

頂き嬉しく思っております。一年間ありがとうございました。 

 

 昨年度から新型コロナウイルスの拡散が脅威となり、ロータリアンの健康と安全を最優先させるため、2600 地区として

「PETS」「地区研修協議会」を開催せずビデオメッセージなどでガバナー方針の発表。また、東信第一グループでは第 3 回 

の現・次期会長・幹事会も中止。更に、当クラブでは 3 月・4 月・5 月・6 月の例会がほとんど開催できない状況となり、通常 

の例会やロータリー活動が行えないことは、会員の皆様にとって大変厳しく、悔しいことであったと思います。特に家族親睦

旅行、新年会、創立夜間例会、合同夜間例会、夜間クラブ協議会の中止はロータリー活動の停滞、モチベーションの低下 

に幹事として対処できたか？クラブ運営について力不足とコミュニケーション不足であったこと申し訳なく思っております。 

素晴らしかったことを取り上げれば、クラブ運営委員会の皆様のご苦労による、納涼例会、クリスマス例会、ユニークな 

趣向により大いに楽しみ盛り上がったことです。 

また、卓話も時節に即応したものであり例会がゴールデンタイムになりました。加えて、望月会員・小山会員の自己 

小伝は本音での体験談で楽しさのなかに生き様がかいま見られて大変勉強になりロータリークラブでしか知ることの 

前田 博志君 一年間、ありがとう 

渡辺 頼雄君 
今年度、今日で終わりです。ありがとう

ございました。 

黒澤 明男君 

前代未聞の一年間、大変お世話になり

ました。感謝申し上げます。新井さん、ご

苦労様でした。 

望月 完君 

前田会長及び役員の皆様、一年間大変

ご苦労様でした。黒澤新会長を筆頭とし

ます、新役員の皆様、一年間どうぞ宜し

くお願いします。 

川野 義春君 
まだまだ、コロナ続いていますが、頑張

りましょう。 

新井 粒太君 
いろいろ、長い間有難うございました。小

諸浅間ＲＣの発展を祈念致します。 

両川 博之君 本年も一年間、お疲れ様でした。 

小山 等君 
新井さん、長い間お疲れ様でした。前田

会長、一年間ありがとうございました。 

鴨下 直哉君 コロナに負けない会社に致します。 

掛川興太郎君 

かいちょう・幹事・役員の皆様お疲れ様

でした。今期はコロナ禍で大変だったで

すね。 

中河 邦忠君 新井会員、ありがとうございました。 

加藤 輝男君 

今期最後の例会、皆様に会えてうれしい

です。来期も皆様と楽しくやっていきたい

と思います。早くコロナ終わって欲しいで

す。 

青松 英和君 

会長以下執行部、会員の皆さん一年間

お疲れ様でした。コロナ禍の今期は小諸

浅間ＲＣ史上特筆物の年度になるでしょ

う。今回、退会される新井さんにはいろ

いろご指導頂き、ありがとうございまし

た。 

朝倉 俊次君 一年間、ありがとうございました。 

矢島 栄一君 
新井さん、厳しい体調にもかかわらず、

長い間本当にありがとうございました。 

橋詰 希望君 

前田会長始め、役員の皆様、大変な時

期ご苦労様でした。新井さん、長い間有

難うございました。 

小林 秋生君 

ロータリークラブ年末の例会です。来週

から新年度ですが、それにしてもコロナ

早く消えて欲しいものです。 

田中 陽介君 

もうコロナはうんざりですね。高校生の

次女もオンラインで文化祭です。世の中

が大きく変わります。次年度もよろしくお

願いします。 

 

渡辺 頼雄 副会長 

前田会長・黒田幹事そして皆様に支えて頂き務めさせて頂きました。ありがとうございました。 

世界が大きな節目のとき、どのように変わってゆくのか心配でもあり大変趣深く見守ってゆきたいと思

います。 

黒澤 明男 幹事 

幹事の役割は、会長を補佐し、クラブの効率的な運営を行うことです。その意味において、この一

年を振り返ると、幹事という役職を果たすことが出来たかと疑問に思うことだらけです。順調に推移

した上半期と一変した下半期の役割をまっとうできたかが全てであり、反省のみが残っております。 



できない得難い知識の収穫でした。結びに前田会長ならではのなんとも表現できない明るい前向きなキャラクターに 

支えられ何とか一年を過ごすことができました。 

新しき年度に希望を託しつつ、会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。一年間本当にありがとうございました。 

 

   しかし、ロータリークラブの内容を理解して頂けなければ、なかなかすぐ入会と言うわけにはいきません。声をかけ、 

半年以上、説得を致しましたが入会には至らず、残念な事でした。やはり入会すると言う事はその人がロータリーに 

興味があり、本人が奉仕の気持ちのある方が入会して頂けるのかなと思いました。 

 今後は会員増強委員を離れますが、引き続き会員増強に努力して行きたいと思っております。この一年、皆様に協力 

して頂き、有難うございました。 

 

  

2019 年 12 月 10 日エクシブ軽井沢様にてクリスマス会が開催されクリスマスプレゼントを紐で結んで大人もお子さん 

も大変喜ばれました。 

2020 年度は予定していた家族旅行やクラブ創立記念日夜間例会など新型コロナウイルスの感性拡大の為全て中止 

になりました。 

 

  
後半は、1 月に日精 ASB の宮坂 社長、政策金融公庫小諸支店長、また 2 月末には小諸医療センター総務部長の 

卓話を最後に、皆さんご存知のコロナ禍の中、全国的に感染が広がり緊急事態宣言、自粛要請と言うことになり、３・  

４・５月と例会が休会となり、全てのプログラムが中止になるという、残念な結果となりました。 

とは言え、1 年間例会の出席にご協力頂きまして、ありがとうございました。 

  

  
 

                       

 

会員増強委員会  加藤 輝男 委員長 

 会員増強委員長を任せられ早や一年、あっという間に過ぎた感じです。自分としては会員を一

人でも多く入会させたいと思い、沢山の知人とか会社役員の方々に声をかけさせて頂きました。 

クラブ運営委員会  鴨下 直哉 委員長 

 2019 年 8 月 6 日納涼夜間例会はお子さんも沢山参加されてお土産で花火を渡して大変喜ば

れました。2019 年 10 月 29 日小諸ロータリークラブ様との合同夜間例会・ゴルフ(小諸高原ゴル

フ) 小諸浅間ロータリークラブが優勝してゴルフの話題で交流になりました。 

出席・プログラム委員会   両川博之 委員長 

 あまりお役に立手なかったような気がしますが。プログラムとして前半に卓話を頂いただきま

した、ゲストビジターの皆様、また自己小伝としてお話し頂きました、会員の皆様に感謝申し上

げます。 

奉仕プロジェクト委員会  朝倉 俊次 委員長 

 世の中全体が自粛の中で、ロータリーでの活動にも調整が必要とされ、正直一年を振り返るこ

とが難しく感じます。しかしながら、会員の皆様のご協力を頂きながら年度が過ぎますこと、お礼

申し上げます。 



 

  

大口寄付の方々をはじめ、協力いただいた皆様にはあらためて感謝申し上げます。 

また、地区補助金活動では、前期に引き続いて八朔相撲の化粧まわしを贈呈することができました。今回は、ロ 

ータリーの公式のロゴがデザインされた化粧まわしを２本分贈ることができ、たいへん喜んでいただきました。小諸 

新聞やコミュニティテレビこもろにも取り上げていただいたことで、広報活動の一端を果たせたかと思います。 

２．米山記念奨学会について 

昨年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。 

一方、米山記念奨学金につきましては１１名で４０．５万円の寄付をいただきまして、金額は１人平均で２万円以上 

という目標をわずか下回る結果ではありましたが、人数では前年度より２名増加となり、ご協力に感謝申し上げます。 

ロータリー財団、米山記念奨学会ともに次年度はさらに多くの皆様からのご協力をお願いいたします。 

 

 

               
 

                          【新井粒太会員退会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会   矢島 栄一 委員長 

１．ロータリー財団について 

まず、年初に掲げた年次寄付１人１５０㌦の目標に対してですが、結果は１１名で３，７００㌦の

寄付をいただきまして、目標の一人平均１５０㌦に対して２６㌦ほど上回ることができました。 

次 週 のプログラム：    ７月 ７日 新型コロナウィルス感染防止対策休会 

次々週 の プ ロ グ ラ ム ： ７月１４日 「新役員の方針・抱負」 会長・副会長・幹事 


