
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

   １２月より 1 ドル＝１０５円（現行１０４円）に変更 

新型コロナウィルス感染拡大防止に向け日本事務局

在宅勤務（12/1～12/28） 

２．例会変更 

千曲川ＲＣ  １２月９日（水） 定刻受付なし 

 １２月３０日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ １２月３１日（木） 定刻受付なし 

 １月２９日（木） 定刻受付あり 

３．週報 

  丸子ＲＣ 

・来週 12 月 8 日（火）休会。 音羽にプレゼントを 17：00～

17：30（時間厳守）までに持ちに来てください。 

【本日の配布物】 

 週報 1509 号、ガバナー月信 12 月号、2020～2021 年度

下半期会費納入お願い 

 

◆出席報告   鴨下 直哉 委員長 

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％ 

前々回（11/17）   ＭＵ      ０名  ６６．６７％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．７  中河 邦忠 君 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 望月  完  委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆誕生祝 
加藤 輝男会員、鴨下 直哉会員 

 

【会長挨拶】  黒澤 明男 会長 

本日のプログラムは年次総会です。次年度の理事、役

員そして翌々年の会長を決定をいたします。選考委員は

前々会長の橋詰希望さん、直前会長の前田博志さん、現

会長の黒澤、そして次期会長の小林秋生さんと現幹事の

加藤輝男さんの 5 名で 11 月 10 日に選考委員会を開催し、

小林会長エレクトの意向に添い選考いたしました。総会で

の承認よろしくお願いします。 

早いもので、もう 12 月私の任期もあと 7 ヶ月となりまし

た。「座右の銘」の名言 Top10、第 1 位は「努力に勝る天才

無し」第 2 位は「明けない夜はない」となっております。 

第 2 位の名言どうりで来年 6 月のトンネル出口が見えて

きました。これからはテニスの大坂なおみの座右の銘「や

りたくねえ事やっている暇はねえ」ではなくダイエーの中内

功の「ネアカ、のびのび、へこたれず」の言葉で過すつもり

です。 

また、2013 年ロータリーの友に掲載されておりました第

2580 地区、故佐藤パストガバナーの「もともとロータリーク

ラブというものは仲間同志を助け合おう。自分の町を住み

よくしようという、身近な問題から誕生したもので、身を捨て

て人類を救済しようという聖人の集まりではありません」と

いう言葉も大切にしたいと考えております。あと 7 ヶ月よろ

しくお願いします。 

 

 

◆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．１５１０  令和２年１２月１日 
 

2020～2021 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 

次 週 のプログラム： １２月  ８日  休 会  

次々週のプログラム： １２月 １５日  「会 員 フリートーク」 

 



◆ニコＢＯＸ  川野 義春 委員     

 

【本日のプログラム】 クラブ協議会 「年次総会」  

          ２０２２～２０２３年度 

                        会 長   加藤 輝男 会員 

          ２０２１～２０２２年度 

              ≪役 員≫   

 会   長   小林 秋生  会員   

副 会 長   加藤 輝男  会員  

幹   事   朝倉 俊次  会員  

直前会長   黒澤 明男  会員 

             ≪理 事≫  

会員増強委員長                    矢島 栄一  会員  

クラブ広報・情報委員長                両 川  博 之  会員 

クラブ運営委員長                      望月  完   会員    

出席・プログラム委員長                  小山  等    会員 

奉仕プロジェクト委員長                鴨 下  直 哉  会員  

ロータリー財団・米山記念奨学会委員長      青 松  英 和  会員 

           ≪監 査≫  

                       小池平一郎 会員 

                       黒澤  明男 会員 

 

    

タリーの活動を止める

訳には参りません。ロータリーの原点である例会の開催はどんな工夫をしてでも営んで行きたいと考えております。感染予

防の実施、また社会との繋りについて、会員全員で知恵を絞って下さいます様にお願いを申し上げます。地区開催の講習、

交流からも、他クラブの情報など積極的に利用を励みたいと思います。老骨に鞭打って頑張るつもりでありますので、どうぞ

ご協力下さいます様お願いします。 

黒澤 明男君 

クリスマス家族夜間例会の中止、残念で

す。音羽さんの心のこもった料理を期待

します。 

加藤 輝男君 

誕生祝ありがとうございます。もう７６歳

になってしまい大変残念です。ロータリ

ークラブに入会すればいつまでも若くい

られるそうなので頑張ります。働き方改

革は来年こそ是非見直して頂きたいと思

います。 

朝倉 俊次君 
１２月の無尽、忘年会をかねて楽しみま

しょう。 

 

小池平一郎君 

先週の委員長の話、掛川さんに上手に

まとめて頂き、ありがとうございました。

今日、久しぶりに君が代が歌えてうれし

かったです。 

中河 邦忠君 

ラッキー賞、ありがとうございます。今月

はカテーテルアブレーションの手術をし

て一年経過致しました。 

鴨下 直哉君 

誕生日、プレゼントありがとうございま

す。今年一年頑張りますのでよろしくお

願いします。 

 

「次期会長として心構え」    小林 秋生 会長エレクト 

早いもので、今日から師走に入りました。来年 7 月から会長を務めることになっておりま

す。2 度目の会長職ですが、前回勤務から８ヶ年経過しております。今年は春先からコロナ・

コロナで社会も経済も目茶苦茶になっております。今冬を迎えての状況は、益々拡大の傾

向にあり、収束の見通しなど誰にもわかりません。ただ、如何なる環境に面しようとも、ロー 


