
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

念日事典（創元社発行）に登録されている日は 29 ジャン

ル、1646 項目となっています。 

ちなみに天和は麻雀用語で 136 枚から無作為に 14 枚選 

んだものが和了になる確率はおおよそ 33 万分の 1 である 

ことが知られており、親の配牌 33 万回に 1 程度の割合で 

出現する役です。半荘 1 回あたり親は 3 回とし、毎日半荘 

5 回ずつ打ったとしても 61 年に一度しか和了できない計

算、九蓮宝燈と並ぶ希少価値の高い役です。 

ゴルフのホールインワンの確率は、一般的には 8000 ラ

ウンド分の 1～14000 分の１程度といわれています。年 20

ラウンドする人であれば100年に1回あるかないかの確率

です。アメリカの Golf Digest 誌では PGA ツアー・プロで

3756 ラウンド分の 1、アマチュアでは 12750 分の 1 の確率

と発表されています。小林、橋詰、青松、矢島、望月会員

のホールインワンのパーティはいつでしょうか？ 

 

【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 

  8 月より 1 ドル＝105 円（現行 107 円）に変更 

２．日本のロータリー100 周年を祝う会より式典・祝賀会延

期について 

   11 月 24 日（火）に開催予定を延期 

３．記念切手「日本のロータリー100 周年」発行について 

   発売日 9 月 18 日 １シート 840 円 

４．第 2600 地区成田守夫ガバナーより米山奨学会セミナ

ー・ロータリー財団セミナー開催について 

米山奨学会セミナー   日時 8 月 29 日（土）10：00～    

             場所 Ｚ00m 

 ロータリー財団セミナー 日時 8 月 29 日（土）11：20～  

              場所 Ｚ00m       

５．第 2600 地区成田守夫ガバナーより 2020～

2021 年度地区大会案内 

   日 時 10 月 4 日（日） 

   場 所 サントミューゼ（上田市） 

   登録料 ５，０００円（全員登録） 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 矢島 栄一 委員 

 

◆誕生祝 
  小池平一郎会員・渡辺頼雄会員・中込裕幸会員 

  朝倉俊次会員 

 

【会長挨拶】  黒澤 明男 会長 

川野会員のご母堂「川野さち子様」の葬儀、告別式が 7

月 24 日、佐久市臼田、佐久セレモニーセリノで行われまし

た。 

会員の皆様、告別式にご会葬いただきお礼申し上げま

す。心からご冥福をお祈りし、お悔やみ申し上げます。 

本日は川野会員の自己小伝の発表です。前々より楽し

みにしておりました。個人的にロータリークラブのプログラ

ムで、一番興味のある卓話は自己小伝です。会員の皆様

は如何でしょうか。 

さて、今日は何の日ですか？川野会員の卓話の日で

す。また、「ビアホールの日」サッポロライオンの 1 号店が

明治 32 年 8 月 4 日東京に開店、「橋の日」「吊り橋の日」

「箸の日」8 と 4 の語呂合わせから、「パチスロの日」回胴式

遊技機という大人の娯楽を広く社会にアピール。日付は 8

と 4 でパチスロの語呂合わせ、「北海道ばれいしょの日」8

月から本格的に収穫、流通が始まることから、馬(8)鈴(0)

薯(4)と読む語呂合わせから。「ハジの日」おまえに・ずっ

と・for you などラブソングで知られるシンガーソングライタ

ーを多くの人に知ってもらうため、ユニバーサルミュージッ

ク合同会社が制定、日付は 8 と 4 でハジ、その他に「ヤマヨ

シの日」「パーシーの日」などほとんどが語呂合わせで制

定されています。記念日はだれでも登録できます。（一社）

日本記念日協会、佐久市安原にあり登録料は税別、1 件、

1 年に 1 日で 10 万、1 年に 2 日 17 万、1 年に 3 日登録 20

万です。皆さんも記念日を登録したらいかがですか。例え

ば 3 兄弟が盃を交わした日、飲んで失敗をやらかした日、

etc。私は平成 29 年 9 月 9 日に麻雀で「天和」を上がり大

勝ちした日を記念日にします。2016 年 8 月 20 日現在の記 

 

 

◆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．１４９９  令和２年８月４日 
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【本日のプログラム】 「自己小伝」  川野 義春 会員 

 

 

そんな丙午の私の父は、鹿児島県出身。母は長野県の出身です。二人は愛知県で知り合い、その後鹿児島県へ転 

居いたしました。私はその鹿児島県で生まれ、保育園までは鹿児島県で暮らし育ちました。長野県に生活拠点を移した 

のは、祖父母の面倒を看てほしいと打診があり一家でこの寒い長野県に移住したと聞いております。 

一家を支えてくれた父の仕事は、左官業です。父が丁稚に入った先の親方さんは泥壁を得意としている職人さんでし 

た。土蔵やお寺、文化財にも指定されている建築物や一般住宅等、幅広く請け負っていたそうです。親方さんの下で年 

皆様こんにちは。 

本日は私の簡単な自己紹介をさせて頂きたいと思います。 

私は、昭和 41 年 4 月 19 日生まれの 54 歳。干支は丙午で、丙午の性格を一言で表すと粘り強い

精神を持った努力家で逆境に負けない芯の強さと、努力を怠らない強い精神力と行動力も持ち合

わせているといわれております。 

６．佐久ｺｽﾓｽＣより事務所移転について 

  8 月 5 日（水）より佐久グランドホテル内  

（385-0051 佐久市中込 3-19-6） 

７．例会変更 

佐久コスモスＲＣ ８月１０日（月） 定刻受付なし 

 ９月１４日（月） 定刻受付あり 

 ９月２１日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ８月１１日（火） 定刻受付なし 

 ８月１８日（火） 定刻受付なし 

 ８月２５日（火） 定刻受付なし 

 ９月２２日（火） 定刻受付なし 

 ９月２９日（火） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ ８月 ５日（水） 定刻受付なし 

  ８月１２日（水） 定刻受付なし 

 ８月１９日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ８月１２日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ８月 ５日（水） 定刻受付なし 

 ８月１２日（水） 定刻受付なし 

 ８月１９日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ ８月１３日（木） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ８月１３日（木） 定刻受付なし 

 ８月２０日（木） 定刻受付なし 

 ８月２７日（木） 定刻受付なし 

８．クラブ計画書 

   千曲川・佐久コスモス・蓼科ＲＣ 

９．週報  上田東ＲＣ 

10．川野義春会員よりご母堂様葬儀礼状 

 

・当クラブ 8 月 11 日（火）8 月 18 日（火）休会 

・例会終了後理事会 

【本日の配布物】 

週報 1498 号、古川ガバナー月信 13 号、ガバナー月

信 8 月号、地区大会パンフレット、ロータリーの友 8 月

号、クラブ計画書 

 

◆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     １８名 

            事前 MU     ０名  ９０．００ 

前々回（7/14）   ＭＵ       １名  ８５．００％ 

 

◆委員会報告    

クラブ広報・情報委員会  橋詰 希望 委員 

 ・ロータリーの友 8 月号紹介 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１０    中河 邦忠 君 

 

◆ニコＢＯＸ  青松 英和 委員     

黒澤 明男君 
川野会員の自己小伝楽しみにしており

ました。期待大です。 

加藤 輝男君 
川野会員の自己小伝楽しみに聞きたい

と思います。 

小池平一郎君 

誕生祝、ありがとうございます。8 月 1 日

はお墓参りの日で誕生日は炭酸まんじ

ゅうで祝います。ニコＢＯＸご協力ありが

とうございました。 

中河 邦忠君 ラッキー賞、ありがとうございます。 

渡辺 頼雄君 
誕生祝ありがとうございます。川野さん

の自己小伝楽しみにしています。 

前田 博志君 川野さん、頑張ろうね、 

小山  等君 
初の司会で緊張しています。川野さんの

自己小伝楽しみにしています。 

川野 義春君 おめでとうございます。 

青松 英和君 
小諸にもコロナ感染者が出ました。皆さ

ん気を付けましょう。 

田中 陽介君 
早く日常が戻りますように本当に願いま

す。 



 

 

期を明けた父は独立し、親方さんと同じように一般住宅をはじめ土蔵や文化財に指定された建築物を請け負う職人を 

貫いてきたような人です。 

    私といえば、昭和 60 年に県立臼田高等学校を卒業後、日本ミネチュアベアリング後のミネベアさんに入社し、その 

   後クロネコヤマトの宅急便でお馴染みのヤマト運輸さんに転職致しまして、その 3 年後に佐川急便さんに引き抜かれる 

   カタチで佐川急便さんに 6 年間お世話になりました。のちに佐川問題と称され世間を騒がせた佐川会長と政治家の献 

   金疑惑が浮上したタイミングで退職。 

    その頃の私は、自分自身がどんな仕事がしたいのか？この先どうするべきなのか自問自答ばかりしていましたが 

   答えは出ませんでした。世の中の社長と呼ばれている方々は、なぜその仕事を選び、なぜその業種で事業主になった 

のか？その答えを知りたかった時代でした。答えを持っているそのどこかの社長さんの生活を妄想した結果、運転代行 

の運転手なら不特定多数の社長さんと面識がなくてもアポがなくても色々な有難いお話や経験が聞けるのではないか 

と確信し運転代行のアルバイトをしようと決意しました。退職後は、父の左官業を手伝いながら運転代行の二足の草鞋 

でダブルワークの生活をスタートさせました。時が経つのも早いもので、初めは答えが知りたかったから始めた運転代 

行でしたが、奥の深い仕事で運転代行業自体が楽しくなっており、気付けば介護資格まで取得し代行業を追求するそ 

んな生活を 17 年間送って参りました。 

    自分自身の仕事にも自信がつき、属する会社のためではなく自分のために頑張ってみようと決意し、今の PS 代行を 

起業しました。資本金 800 万円の小規模企業です。ヤマト運輸さんの最初は荷物 3 個から始めた会社という話に憧れ、 

弊社も 3 台からスタートしました。設立した当時は、思うように仕事が来ず、鳴らない電話を眺めてため息をつく日々でし 

たが、年中無休で営業し所有台数 20 台の成長を遂げました。地域の皆様のご協力とご支援を頂き鳴らない電話が鳴 

る電話となり、飲酒運転撲滅の立役者とさせて頂き本当に有難く日々の業務にあたらせて頂いております。 

    その中でも憧れの加藤輝夫さんと鴨下直哉さんに、この素晴らしい小諸浅間ロータリークラブを紹介して頂いたこと、 

身に余る光栄でございます。ありがとうございます。この小諸浅間ロータリークラブの諸先輩方の生き方を学ばせて頂 

き、奉仕と社会貢献の心を忘れることなく活動していきたいと思っておりますので、会員の皆様方のご指導ご鞭撻のほ 

どよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム： ８月１１日 「定款による休会」 

次々週のプログラム： ８月１８日 「新型コロナウィルス感染防止対策休会」 

               ８月２５日 「会員卓話」 

 


