
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブの支援事業である、土俵づくりから携わってい

る八朔大相撲の中止は記念すべきロータリーデイが実施

できず、更に信濃毎日新聞、小諸新聞、ケーブルテレビに

よるロータリークラブ活動を広める情報発信に支障をきた

しました。 
 

【幹事報告】 橋詰 希望 副幹事 

１．第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会中止 

２．第 49 回ロータリー研究会について 

  日時 11 月 25 日（水）zoom のウエビナーによるオンラ

インで開催 

３．例会変更 

上田ＲＣ ９月２１日（月） 定刻受付なし 

 １０月５日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ９月２２日（火） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ９月１６日（水） 定刻受付なし 

 ９月２３日（水） 定刻受付なし 

 ９月３０日（水） 定刻受付なし 

上田西ＲＣ ９月２４日（木） 定刻受付なし 

 １０月８日（木） 定刻受付なし 

４．クラブ計画書 

  南佐久ＲＣ 

５．週報 

  南佐久・丸子・上田西ＲＣ 

・来週 9 月 22 日（火）法定休日の為休会 

・例会終了後理事会 

【本日の配布物】 

 週報 1500・1501 号 

 

◆出席報告   望月 完 委員 

会員数 ２０名  出席義務者 ２０名  免除者 ０名     

本 日         出 席     １７名 

            事前 MU     １名  ８５．００ 

前々回（8/25）   ＭＵ       ０名  ８５．００％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１７    小山 等 君 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 田中 陽介 委員 

◆ゲスト 成田 守夫様（第 2600 地区 ガバナー） 

相馬 徳太郎様 

   （東信第一グループ ガバナー補佐）  

◆ビジター 木村 明夫 君（上田西ＲＣ クラブ会計） 

齋藤 久徳 君（ガバナー補佐幹事） 

 

【会長挨拶】  黒澤 明男 会長 
本日は第２６００地区、成田守夫ガバナーの公式訪問で

す。先ほどは別室におきまして、成田ガバナー、相馬ガバ

ナー補佐より会長、幹事にご指導いただく場を設けていた

だき、RI 方針、地区目標他について、お話しを伺いました。

新年度この始まったばかりのこの時期にガバナーにおめ

にかかれたことは、クラブにとりましても私個人にとりまし

ても大変良い機会でありました。 

時節柄難しい問題もありますが、小諸浅間ロータリーク

ラブとしてご期待に沿えるよう知恵を出し、クラブの活性

化、発展になるよう努力してまいりますので、今後ともよろ

しくご教示賜りますようお願い申し上げます。 

成田ガバナーにおかれましては、健康にご留意され、

2600 地区を力強くけん引して頂くことを願い、併せて激務

である大役を無事遂行されますよう心よりお祈り申し上げ

ます。本日はありがとうございます。 

 

八幡宮、八朔相撲について報告します 

7 月、新型コロナウイルス感染予防のため、9 月 6 日の

八朔相撲は重要無形文化財継承のため土俵神事のみ執

り行う、その後、奉納された化粧廻しお披露目を兼ねて土

俵入りだけを実施し、子供達の元気な取り組みは中止する

と連絡をいただきました。 

また、＜八幡宮は変わります＞として令和 2 年 7 月 1 日

より八幡宮では禅譲により新たに、八幡宮司に中山美恵

子氏を迎えることになりましたとの報告文が添えられてい

ました。中山新宮司は曽根前宮司の妹さんで長野県神社

庁、女性神職会（会員人数 75 名）の会長を務められ現在

は顧問として活躍されている方です。 

8 月下旬、新型コロナウイルスの状況を鑑み、土俵神

事、化粧廻しお披露目土俵入は取り止めとする。八幡宮例

大祭も規模を縮小し、祭事係のみで執り行うとの通知が届

きました。 

 

 

 

 

 

◆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．１５０２  令和２年９月１５日 
 

2020～2021 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



◆ニコＢＯＸ  望月 完 委員     

 

 

【本日のプログラム】 「ガバナー公式訪問」  

              国際ロータリー第２６００地区 ガバナー 成田 守夫 様 

 

 
 

 

ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が２６００地区内の各ロータリークラブを、 個々のクラブ または 複数のクラブ 

のグループとして、以下のような目的を持って 訪問するものである。 

 ・ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる。 

 ・弱体クラブ、あるいは問題を抱えたクラブに特別な関心を払う。 

 ・奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる。  

・クラブの定款と細則が、ロータリーの組織規定を順守していることを確認する。 

 ・顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自らが表彰する。  

ガバナーあるいはガバナー補佐は、公式訪問の際にクラブ目標への進展状態を 確認すべきである。 

  訪問はガバナー出席の効果が最も高まるよう、加盟認証状伝達式、入会式、 新会員オリエンテーション、プログラム、

表彰式、特別プログラム、ロータリー財団行事､ 都市連合会会合においては、ホストクラブに限らず、全参加クラブを 

挙げての出席を 強調すべきである。  

ガバナーはまた、地区がクラブをより効果的に支援する方法について、クラブからの 意見を求めるべきである。 

 と、ロータリー情報ハンドブックにあります。  

黒澤 明男君 

成田ガバナー、本日はお越しいただきあ

りがとうございます。相馬ガバナー補

佐、木村地区会計、斎藤様大変ご苦労

様です。 

橋詰 希望君 

成田ガバナー、相馬ガバナー補佐、木

村様、斎藤様、本日はご指導ありがとう

ございます。我クラブの創立 10 周年の

お話をお聞きして改めて皆で頑張りまし

ょう。 

小林 秋生君 

本日はガバナー成田守夫様の公式訪問

です。2600 地区「地域振興」についての

ご講話を拝聴致します。 

青松 英和君 
成田ガバナー、相馬ガバナー補佐、他

皆さんの訪問をご歓迎致します。 

小池平一郎君 

成田ガバナー、相馬ガバナー補佐、お

二人の幹事さん、ありがとうございます。

9/6 の八幡宮の八朔相撲、神事のみ行

われるとのことで写真を撮りに行きまし

たら、黒澤会長の代理で神事と化粧ま

わしお披露目に参列させて頂きました。 

前田 博志君 ガバナー、ありがとう。 

望月 完君 

成田ガバナー、相馬ガバナー補佐本日

はお忙しい中ありがとうございます。私も

お二人のようにロータリアンとして自覚を

持ち精進したいと思います。 

小山 等君 
八幡宮へステキな化粧まわしを奉納下

さり、ありがとうございました。 

 



 

私が公式訪問でお伝えしたい点は次の項目です。  

○ ロータリーの本質と使命の確認をし､計画と実行 

  ・日本のロータリー１００年は、奉仕活動のリーダーとしての歴史である。 それ故、地域社会にとってなくては 

ならない存在。  

・ロータリアンの提言、実行、実現、信用、ネットワークの活用で自ら行動する。  

○ 信州の産業と人材育成の輝きをロータリーから。  

・ロータリーメンバーの結束力、業界力、地域力を活用。 

 ・１０年後の子供達のために帰る事のできる地域(ふるさと)づくり。  

 ○ 自慢のクラブ、そして地域社会から学び、未来を創り､伝える。  

・自クラブの良さ、優位性を再発見し語り合う。 

  ・楽しい、心地良い、行ってみたいから、応援に行きたいまちへ。  

○ あなたの街、そして地域の魅力を語って下さい。  

・２６００地区の自然環境、そしてアクセスの優位性を見え、見せる工夫で 魅力ＵＰへ。 

 ・城跡公園、蚕都、ロケ地、アニメ、スポーツ、食、高等教育機関の集中等。  

 

私達地域のロータリー活動は、世界に広がるネットワークとなって、文化間、言語間、 世代間、地域間に橋を渡し、 

より良い世界のビジョンを共有しています。 それ故に〝ロータリーから信州に元気に〟にする為に、力強く行動して 

参りましょう!! 

 

 

 

   
 

 

 

                    



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                 

 

次 週 のプログラム： ９月２２日 法定休日の為休会 

次々週のプログラム： ９月２９日 「自己小伝」 田中 陽介会員 

               


