
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行うこととなりました。先週皆様にご案内した通りです。マ

スコミの取材もあるとの事です。大勢の参加で盛り上げる

ようご協力よろしくお願いします。 

本来なら例会中止の決定は理事会を開催し結論を出す

ところですが、日程確保が出来ず、副会長、幹事そして私

で決めさせていただきましたこと、お詫びいたします。これ

からも変則的なロータリー活動になることが予想されま

す。その都度対応致しますのでよろしくお願いします。 

最後にお願いです。皆さん罹患しないよう身を律して下

さい。それが家族、企業を守る原則です。油断しないで下

さい。では来週も元気で会いましょう。お目にかかること楽

しみにしております。 

【お知らせ】 

東京五輪聖火リレーのランナーに掛川会員が第 2 区＜

佐久市＞第 2 走者に選出され出場します。大変名誉なこ

とであり心よりお祝い申し上げます。 

4 月 1 日 9 時 57 分に佐久市役所を第一走者がスタート

し、10 時頃が掛川会員の担当となると思われます。掛川

会員の雄姿を拝見し応援しましょう！！大勢の皆さんの

参加をお願いします。当日、中込バイパスは通行規制で 9

時頃より通行止になりますのでご注意下さい。＜3 密を避

けながらお願いします＞ 

なお、第 9 走者、相馬栄治郎さんは相馬商事（株)の社

長、佐久市商工会議所の副会頭で東信第ーグループ本

年度のガバナー補佐相馬徳太郎さんの実弟です。 

 

【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 

   ３月より 1 ドル＝１０６円（現行１０４円）に変更 

２．成田守夫ガバナーより 

・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）について 

     日時 3 月 27 日（土） 10：00～17：30 

      オンライン 

・地区研修・協議会について 

     日時 4 月 11 日（日）13：00~16：30 

      オンライン 

 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 田中 陽介  委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆誕生祝 

2 月 前田博志会員、青松英和会員、田中陽介会員 

3 月 矢島栄一会員 

◆結婚祝 

1 月 中込裕幸会員 幸子夫人 

2 月 矢島栄一会員 まゆみ夫人 

    両川博之会員 栄子夫人 

3 月 橋詰希望会員 潤子夫人 

    黒澤明男会員 田鶴子夫人 

    青松英和会員 順子夫人 

 

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長 

皆さんこんにちは。本当にお久しぶりです。令和 3 年を

迎えて 3 月下旬の本日が初顔合わせです。「なんてことだ!!

です」前田年度に引き続き、また長期休会となってしまいま

した。残念の極みです。唯、皆さんがコロナ感染をしないで 

元気な姿で本日お目にかかれたこと大変嬉しく思っていま

す。 

新年よりのプログラム、新年の抱負・年男の決意表明=橋

詰・青松両会員のユニークな決意、私の今後の人生の指

針となるようなまっとうなお話を聞くことができなかったこと

残念でした。更に新年会の中止、ウワサの 3 兄弟と兄貴分

2 人の酒席での成長した立ち振舞、バッカスの神に誉めら

れた姿を見分できなかったこと淋しい感があります。そして

私の大好きなプログラム「倉本会員の自己小伝」中止では

なく延期で良かったと思っております。 

4月でのプログラムでとのことです。今から楽しみにしてお

ります。創立夜間例会中止は小諸高校音楽科に寄付金贈

呈の機会を逸してしまい、小諸高校の校長室にて贈呈す

ることといたしましたが、橋詰会員と学校側との打合せで

本日音楽科の皆さんの演奏を楽しみながら贈呈式を取り 

 

 

◆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．１５１３  令和３年３月２３日 
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次 週 のプログラム：  

３月 ３０日  「フリートーク」 

 

次々週のプログラム：  

４月 ６日  「自 己 小 伝 」 

        倉 本 浩 行 会 員  

   ・ガバナーノミニー・デジグネート（2023～2024 年度ガ

バナー）決定宣言 

      折井 正明氏（松本ＲＣ） 

・地区大会報告書 

３．東京ロータリークラブより創立 100 周年記念例会・祝賀

会ダイジェスト映像について   ホームページに掲載 

４．東信第一グループ相馬徳太郎ガバナー補佐より東信

第一グループ親睦ゴルフコンペについて 

   日時 5 月 11 日（火）集合 8：00 スタート 8：25 

   場所 大浅間ゴルフクラブ 

   費用 プレー費 11,000 円（キャディー・昼食付）、 

参加費 3,000 円 

   申込締切  4 月 13 日（火） 

５.佐久コスモスロータリークラブより創立 30 周年記念式

典・祝賀会について 

   日時 4 月 17 日（土）17：00 

   会場 セント・ルミエールアンジュ（佐久市） 

６．戸倉上山田ロータリークラブより事務所移転について 

   4 月 1 日より 〒389-0807  

千曲市戸倉温泉 3055 笹屋ホテル内 

          TEL 026-275-3782 FAX 026-214-3805 

７．例会場変更 

  諏訪湖ロータリークラブ   

新例会場 ライフプラゼマリオ 

〒394-0081 岡谷市長地権現町 3－2－45 

TEL 0266-28-8740 FAX 0266-28-8684 

   長野南ロータリークラブ 

    新例会場 ロイヤルホテル長野 

〒381－1215 長野市松代町西寺尾 1372－1 

  TEL 026-278-1811 

８．小山敬三美術館友の会より総会案内 

  日時 4 月 21 日（水） 14：00～ 

  場所 ＪＡ佐久浅間 ベルウィンこもろ３Ｆ 

 

９．ガールスカウト長野県第 17 団よりシトラスリボン 

10．例会変更 

軽井沢ＲＣ  ３月２９日（月） 定刻受付あり 

上田ＲＣ ３月２９日（月） 定刻受付なし 

 ４月１９日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ３月３０日（火） 定刻受付なし 

 ４月１３日（火） 定刻受付なし 

 ４月２０日（火） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ ３月３１日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ３月３１日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ ３月３１日（水） 定刻受付なし 

東御ＲＣ ３月２４日（水） 定刻受付なし 

 ３月３１日（水） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ  ３月２５日（木） 定刻受付なし 

 ４月１５日（木） 定刻受付なし 

 

 

 ４月２２日（木） 定刻受付なし 

 ４月２９日（木） 定刻受付なし 

上田西ＲＣ ３月２５日（木） 定刻受付なし 

 ４月 ８日（木） 定刻受付なし 

 ４月１５日（木） 定刻受付なし 

 ４月２９日（木） 定刻受付なし 

 ５月 ６日（木） 定刻受付なし 

11．小諸青年会議所より 2020 年度事業報告  

12．㈱アイクより小諸新聞 

13．週報  

  南佐久・佐久・千曲川・上田・上田東・上田西・上田六

文銭・東御ＲＣ    

【本日の配布物】 

 週報 1512 号、ガバナー月信 1・2・3 月号、ロータリーの 

 友 1・2・3 月号、合同理事会報告、下半期プログラム予 

定表、2021～2022 年度委員会構成表、地区大会報告 

書、抜萃のつづり 

 

◆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     １５名 

            事前 MU     ０名  ７１．４３％ 

 

◆委員会報告     

 小林 秋生 次期会長 

 ・2021～2022 年度委員会構成表 

 ・・地区研修・協議会について 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．３   小林 秋生 君 

 

 



 

【本日のプログラム】 「ニコＢＯＸフリートーク」 

 

 

 

            

 

     

黒澤 明男君 

例会中止が続いて残念です。コロナ騒

動の終息を願っております。結婚祝を頂

きありがとうございました。掛川さんの聖

火リレーランナー振り拝見を楽しみにし

ております 

加藤 輝男君 

久しぶりに会員の皆様にお会い出来、う

れしいです。早く正常に戻って運営した

いです。 

小林 秋生君 
久方ぶりの例会です。春が来ました。で

も慎重に進みたいと思います。 

倉本 浩行君 

緊急事態宣言から約 3 ｹ月が経ちまし

た。本日の資料の厚みで時の長さを実

感します。ロータリーは息抜きになって

いたので。 

両川 博之君 

結婚祝ありがとうございます。私事です

が、当社が赤坂に移転致しました。よろ

しくお願いします。 

橋詰 希望君 

3月17日結婚記念日にお花ありがとうご

ざいました。ミャンマーの軍部のクーデタ

ーに対し日本はもっと圧力をかけて欲し

いです。 

望月 完君 

先日、娘が大学に合格し、千葉に行くこ

とになりました。これからは嫁と二人きり

です。どうしましょう？ 

中河 邦忠君 愈々，ＥＮＤが近いずいて来ました。 

川野 義春君 

久しぶりのロータリーで受付の仕方を忘

れる位でした。まだまだコロナに油断は

出来ず疲労困憊です。 

鴨下 直哉君 コロナに負けない様に頑張りましょう。 

小山 等君 

小諸商工会議所青年部で市内飲食店

の逸品料理を 16：00～火・木と販売して

おります。お近くにお寄りの際はお立ち

寄りください。 

渡辺 頼雄君 久方ぶりの例会。うれしく思います。 

掛川興太郎君 

新年になって小諸がレベル 5 になって以

来、3 ｹ月以上皆様とお会い出来なかっ

た、今日お元気な姿を見られてうれしく

思います。 

小池平一郎君 

お久しぶりです。3 月 13 日ロータリーの

ウェブ会議に出席し、来年度の方針等を

拝聴致しました。次期役員も決まった様

で期待申し上げます。 

田中陽介君  

 

一年で最も過ごしやすい季節ですが、ま

だまだ「心の春」が訪れません。通常の

生活が早く来て欲しいです。 

美齊津 明君 本年もよろしくお願いします。 

青松 英和君 
例会に出れませんが、ニコＢＯＸ協力致

します。コロナに気を付けましょう。 


