
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   開催日 10 月 4 日（日）（1 日のみで開催）   

会 場 サントミューゼ（上田市） 

   登録料 ５，０００円 

４．東信第一グループ相馬徳太郎ガバナー補佐より「第 1

回会長・幹事会」について 

   日時 8 月 7 日（金）12：30～ 

   会場 佐久グランドホテル 

   会費 1,000 円 

５．南佐久ロータリークラブより例会場移転について 

   7 月 7 日より 「盛柳軒」 南佐久郡小海町 

６．クラブ計画書 

   佐久・上田六文銭ＲＣ  

７．第 2600 地区ローターアクトより「ローターアクト活動誌」 

８．小山敬三美術館より「友の会だより」 

９．例会変更 

佐久コスモスＲＣ 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 

上田六文銭ＲＣ ７月２８日（火） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ７月２２日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ７月２２日（水） 定刻受付なし 

 ８月 ５日（水） 定刻受付なし 

 ８月１２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） 定刻受付なし 

 ８月１２日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ ７月２３日（木） 定刻受付なし 

 ７月３０日（木） 定刻受付あり 

丸子ＲＣ ７月２３日（木） 定刻受付なし 

 ７月３０日（木） 定刻受付なし 

１０．週報 

  佐久、上田、上田東、丸子、上田西、上田六文銭ＲＣ 

・ 例会終了後理事会 

・ 来週７月２１日（火）プログラムは「委員長挨拶」です。原

稿をご用意の上、ご出席お願い致します。 

【本日の配布物】 

週報 1496 号、ガバナー月信７月号、ガバナー月信ファ

イル、クラブファイル、2019～2020 年度会計報告、ロー

タリーの友７月号 

 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 両川 博之 委員長 

 

◆結婚祝 
   朝倉俊次会員・真由美夫人 

 

◆皆勤祝 
  小池平一郎会員（32）・黒澤明男会員（21） 

   両川博之会員（1） 

 

【会長挨拶】  黒澤 明男 会長 

 本日より一年間会長を務めさせていただきます。よろしく

お願い申し上げます。 

 前田会長をはじめ前役員理事の皆様一年間大変ご苦労

様でした。 

さて、本年、どのようなロータリー活動・運営を行うか、ま

ずは親睦活動を中心にして会員の皆様が楽しい一年だっ

たと喜んでくださることのみです。全て新型コロナウイルス

影響次第ですが！！ 

また、各委員会は委員長の判断で運営していただきな

がら、委員間での情報交換もぜひ実行したいと思っており

ます。加藤幹事、小林副会長と相談して、具体化するつも

りです。 

抱負につきましてはプログラムで発表させていただきま

す。 

一年間ご寛容とご指導を切にお願い申し上げます。 

 

【幹事報告】 加藤 輝男 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 

   7 月より 1 ドル＝107 円（現行 108 円）に変更 

２．ロータリー全国囲碁大会について 

   日時 10 月 3 日（土）10：00～ 

   会場 東京・市ヶ谷日本棋院本院 

３．成田守夫ガバナーより「2020～2021 年度地区大会」に

ついて 

    

 

 

◆会 長 / 黒澤 明男     ◆副  会  長 / 小林 秋生 

◆幹 事 / 加藤 輝男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 朝倉 俊次 

◆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．１４９７  令和２年７月１４日 
 

2020～2021 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



 

 

 

【本日のプログラム】 新役員の方針・抱負 

 

  「方針・抱負」  黒澤 明男 会長 

   第 2600 地区成田守夫ガバナーの地区標語は「ロータリーを通してあなたの世界を広げよう」とされました。昨年度 

からの新型コロナウイルスの影響で「PETS」「地区研修・協議会」は開催せずガバナー方針はビデオメッセージ、代替 

資料等でいただきました。直接の話ではないため若干温度差がありますが、素直にロータリーの理念と精神で実践い 

たします。 

クラブの若返ったメンバーを中心にクラブの活性化をするため会員増強と楽しい例会を心がけます。経済活動が停 

滞し、地域社会が困窮する中で、従来通りの奉仕活動に加えて、いま必要とされている奉仕活動を見つけて実施でき 

ればと考えます。 

本年一年間は新型コロナウイルスの蔓延で変則的なロータリー活動になることが予想されますが会員の皆様のご示 

唆を頂きながらその折々でのベストのジャッジが出来ることを願っております。 

皆様の多大なるご協力と事務局の掛川さんのサポートをいただき「親睦と奉仕の翼」を大きく膨らませるよう努力して 

参りますので、どうかよろしくお願いします。 

 

 「新年度に際して思うこと」 小林 秋生 副会長 

ロータリーへ入会して 16 年目になりました。この間、幹事が 2 回、副会長が 2 回、会長が 1 回、そして来期には、多 

分最後のご奉公となりますが、2 回目の会長役が宿命づけられております。 

さて、この期に及んで、16 年を振り返ってみると、私の中では誇れる足跡だったと想い感じております。ほんとうに非 

力な私が、ずっと先輩の皆さんに助けて戴きながら、よく今日までやって来れたなと、実感しています。 

そして、今年は年齢も 80 才となります。だんだん気力も衰えて来ていることも実感しています。今年度と来年度、以前 

◆出席報告   前田 博志 委員 

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  ８５．００ 

前々回（6/23）   ＭＵ       ０名  ７６．１９％ 

 

 

◆委員会報告     

黒澤 明男 直前幹事 

 2019～2020 年度会計報告 

2019～2020 年度 監査 青松 英和 会員 

2019～2020 年度会計監査報告 

クラブ広報・情報委員会 朝倉 俊次 委員長 

  ロータリーの友 7 月号紹介 

 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１５     橋詰 希望 君 

 

 

◆ニコＢＯＸ  青松 英和 委員     

黒澤 明男君 一年間よろしくお願い申し上げます。 

小林 秋生君 
新年度の副会長を仰せつかりました。一

年間何卒よろしくお願い申し上げます。 

加藤 輝男君 

今回、幹事を任されちょっと心配もありま

すが、頑張りたいと思っております。宜し

くお願い致します。 

橋詰 希望君 

黒澤年度、初めてのラッキー賞ありがと

うございます。7 月から事務所移転しまし

た。 

前田 博志君 黒澤さん、おめでとう。 

渡辺 頼雄君 
黒澤、小林年度のスタートをお祝い申し

上げます。 

朝倉 俊次君 結婚祝、ありがとうございます。 

小池平一郎君 

皆勤祝、ありがとうございます。前年の

前田年度の役員の皆様ご苦労様でし

た。今年度の黒澤会長はじめ役員の皆

様活躍を期待します。 

両川 博之君 皆勤祝、ありがとうございます。 

川野 義春君 

旧役員様、一年間、ありがとうございま

した。新役員様一年間宜しくお願い致し

ます。 

6 月 30 日分 

小池平一郎君 

前田年度役員の皆様、ご苦労様でした。

大変な一年でしたが・・・ 

 



にも増して優しいご助力とお引廻しをお願い致します。 

    それから最近、本当に嬉しく思うことは、若人会員がいっぱい増えて来たことです。五年くらい前、私が増強委員 

だった頃を考えますと夢のような現在であります。ご努力された担当の会員の皆様に最敬意を申し上げたいと思い 

ます。  

    最後になりますが、現在苦しみのコロナ禍でありますが、いつになったら収束を迎えられるかと言われています。こ 

れはとても解らない。これは、未だずっと続いて、人間の社会や生活が変化させられる試練ではないでしょうか。ロー 

タリーの活動も、クラブ運営も対応を考えて行かねばなりません。まずは一年、その事を念頭に運営に参加したいと、

私は考えております。 

 

 「幹事の方針・抱負」 加藤 輝男 幹事 

   この度、幹事を任命されて胸がドキドキと言うのが本音です。 

   私に出来るのかなあと心配もありますが、皆様のお力をお借りして今後、小諸浅間ロータリークラブの会員の数も 

増え、他のロータリークラブの皆様と仲良く運営出来、少しでも社会に奉仕出来る様、この一年間頑張ってやって行き 

たいと思っております。 

  長いようで短い一年になると思いますが、どうか皆様よろしくお願い致します。 

 

 

 

                               【バッジ交換】 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

    

                       

次 週 のプログラム： ７月２１日 「委員長挨拶」 各委員長 

次々週のプログラム： ７月２８日 新 型 コロナウィルス感 染 防 止 対 策 休 会  

 


