
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１２     矢島 栄一 君 

 

◆ニコＢＯＸ  青松 英和 委員 

黒澤 明男君 

コロナに振り回された一年でしたが、皆

様のご協力で今年度の終わりを無事迎

える事ができました。ありがとうございま

した。中河さんの退会残念の極みです。

今後も今までと同様のお付き合い、よろ

しくお願いします。 

小林 秋生君 

今、例会を以って 2020～2021 黒澤年度

が終了します。大きなリーダーシップで

一年間ありがとうございました。ご苦労

様でありました。 

加藤 輝男君 

本日、最後の例会です。皆様方には大

変お世話になりました。次年度頑張りた

いと思います。 

望月 完君 

黒澤会長、一年間大変お疲れ様でした。

いつもユーモアのある会長挨拶、楽しか

ったです。時々ハズしてましたけどね！ 

小林新会長一年間どうぞよろしくお願い

します。中河さん短い間でしたが大変お

世話になり、ありがとうございました。お

元気でお過ごし下さい。 

橋詰 希望君 

黒澤年度、お疲れ様でした。ミャンマー

の子供達の為にフルムーン募金検索し

てみて下さい。 

川野 義春君 

6 月 22 日例会には出席出来ず、申し訳

ございませんでした。先日、結婚記念の

白い蘭の素敵なお花が小諸浅間ＲＣ様

から届きました。嫁も大変喜んでいまし

た。ありがとうございました。 

青松 英和君 黒澤会長及び皆さんお疲れ様でした。 

 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 望月 完 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー 

 

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長 

本日は創立 33 年目の 1524 回例会です。 

この一年間、前田年度に引き続いてコロナに振り廻され

ました。例会開催予定 43 回の内、新型コロナウイルス感

染予防対策休会 15 日、食事持ち帰りなどの変則的な例会

開催を含めて 28 回の例会実施となりました。特に合同夜

間例会 2 回、クリスマス家族夜間例会、新年会、創立夜間

例会、クラブ協議会と全ての夜間例会が中止となり残念な

一年間でした。家族親睦旅行も同様な結果でした。 

総括するとコロナたたきの連続で年内があっという間に

過ぎてしまったというのが実感です。その中で私を支えて

いただきました会員の皆様はじめ、加藤幹事、小林副会長

そして毎週お世話をいただきました事務局の掛川さんに心

より御礼申し上げ最後の会長挨拶といたします。 

ほんとうにありがとうございました。 

 

【幹事報告】 加藤 輝男 幹事 

１例会変更 

東御ＲＣ ７月 １日（木） 定刻受付なし 

 ７月１５日（木） 定刻受付なし 

 ７月２２日（木） 定刻受付なし 

・来週 7 月 6 日（火）プログラム「新役員挨拶・抱負」です。

会長・副会長・幹事さんは原稿をご用意の上ご出席お願

い致します。原稿はメールでお願い致します。 

【本日の配布物】 

 週報 1523 号 

 

◆出席報告   小山 等 委員 

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  ８ ０ ．９５％ 

前々回（6/8）   ＭＵ           ０名  ８０．９５％ 

 

◆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．１５２４  令和３年６月２９日 
 

2020～2021 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



 

【本日のプログラム】 「年度を顧みて」   

 

 

 

嬉しい出来事は倉本会員の入会です。JC などで培った豊富なキャリアと職業奉仕で鍛えあげた骨太な経験を土台

にした豪快な人間性、加えて緻密な会社経営で「夢を形に」と努力する企業人、大変素晴しい方の入会であり、当クラ

ブの将来を背負うこと間違いないと思っております。今後の活躍を期待しております。 

さて、この一年は会長挨拶で申し上げた通りです。各委員長さんと委員の皆様はそれぞれの委員会でコロナの影響

により「コクのあるのに、キレが良い。後味さわやかな」委員会運営が出来なかった、そして望んだ通りの活動に支障を

きたした消化不良の年度であったと思います。小林年度では当該年度で満たされなかった分を取り戻すべく剛腕をふる

うこと期待しております。 

小林年度におかれましては「楽しい例会」そして「会員増強」などの充実を図り、ご隆盛の一年であることご祈念申し

上げ年度の挨拶とします。一年間ありがとうございました。 

 

  昼食は弁当で持ち帰り。で、何回か開催しましたが、午前中、一所懸命働いて、昼食なしの例会は「腹が減って仕方が  

ない」の訴えがありました。 

そこでまた工夫して、マスク着用、食事は黙食、雑談控え、なるべく時短と言うことで今日まで続けて来られました。 

また、理事会にて、例会数の見直しも検討致しました。従来、月 4 回が基準となっていますが、公休日などを考慮して 

3 回～2 回の開催に調整も致しました。結局、例回は何回出来たでしょうかね。60％位は出来ているのでしょうか。 

また、クラブ内のイベントもほとんど中止に致しました。夏場のうなぎ弁当、クリスマスのオードブルなど家族へデリバ 

リー。黒澤会長のリーダーシップならではの一年でありました。 

前田 博志君 黒澤会長、加藤幹事ご苦労様でした。 

渡辺 頼雄君 

大変な時、黒澤年度皆様ありがとうござ

いました。小林年度良い年でありますよ

うに。 

鴨下 直哉君 今後もよろしくお願いします。 

倉本 浩行君 

前田さんの事務所で四つテストを見て、

ロータリーに興味を持って丁度 1 年。入

会して 9 ｹ月。色々勉強になりました。皆

さん、ありがとうございます。今では唯一

の息抜きになっています。 

田中 陽介君 

黒澤会長、役員の皆様一年間お疲れ様

でした次期も楽しい時間を過ごしたいと

思います。 

 

黒澤 明男 会長 

まず、残念なことは中河会員の退会です。チャーターメンバーであり、我クラブの重鎮で何人に

も替え難い人物であります。私は入会時より個人的に公私共に御指導いただきました方であり退

会は残念の極みです。これからは健康にご留意してお過し下さることお祈りいたします。 

また退会されても私の大先輩、そして仲間であります。これからも今迄同様なおつきあいをさせ

ていただきたく宜しくお願い申し上げます。 

 

小池平一郎君 

今期も最後。会長はじめ役員の皆様ご

苦労様でした。小林年度に期待致しま

す。コロナ、コロナの一年でした。終息

を願うばかりです。 

掛川興太郎君 
黒澤会長、役員の皆さん一年間お疲

れ様でした。 

両川 博之君 

本年度、最後の例会という事で一年間

クラブ運営委員会を務めさせて頂きま

したがあまり役に立てなかった様な気

がします。委員、会員の皆様ご協力頂

いた事を感謝申し上げます。 

矢島 栄一君 
役員の皆様、各委員長の皆様一年間

大変ご苦労様でした。 

小山 等君 
黒澤会長、一年間お疲れ様でした。あ

りがとうございました。 

 

小林 秋生 副会長 

 2020～2021 黒澤年度が、今日の例会で終了します。速いですね。あっと言う間の一年であ

りました。振り返って見ると昨年の７月、コロナ禍の激しい中、感染の第一波が落ついて、また

第二波が始まり、まさに急な登り坂に差しかかる頃でありました。黒澤会長を先頭に幹部役員

が集まり悩みの会議が始まりました。 

「今月の例会をどうする？全々やらない訳にも行かないね」と言うことで、例会は手短にして 



黒澤会長、本当にご苦労様でありました。そして、誠にありがとうございました。地区の行事の中止もありました。最近

はオンラインによるヴァーチャル会議がほとんどとなっております。 

さて、来期に続く活動の方針は、一応例年の計画に沿って組んでありますが、ワクチンの効果状況、またオリンピック等

に対する世相を見ながら臨機応変に考えて進みたいと思っております。 

 

  

  この一年コロナにより各会合、例会等密会するところすべて中止で成果が上がらず残念でした。来期は小諸浅間ロ

ータリークラブの新規会員が増強出来る事を心からお祈り申し上げます。 

 

  い会員の活動を見たり聞いたりしていると、ワイワイやっています、勉強になりますというところが当てはまるかなと言え 

 ます。例会は活気が出てきて音羽さんの料理が素晴らしいので、例会に集まるのが楽しいと感じます。勉強といえば、

布引いちご園を見学させていただいて、小諸のいちごの歴史がとても古く、設備の工夫でいかに美味しく時期ごとに安

定して生産することに驚き、倉本さんの若いころのタイでご苦労や中国での生活お聞きして素晴らしい体験をしてきたこ

と知りました。このような若い方たちがクラブを引っ張ってくれ、そのような活動状況を発信していけば、新しく会員に声

をかけるきっかけになり増強につながると考えます。 

反省点が多かったですが、私たち会員がロータリーを楽しむことが一番大事だと思っています。 

 

 クラブ広報・情報委員会 朝倉 俊次 委員長 

   クラブ活動を地域社会に広め、イメージ向上を図り市民の理解と会員の増強につながることを目標としておりましたが、

活動自体の制限もあり、また自身の理解が足りておらず、黒澤会長にアドバイス頂きながら一年を過ごすことができま

した。ありがとうございました。 

 

   感染拡大により、１月～３月の例会も休会が多くなりました。 

４月～６月の例会に置きましては出来る範囲内で、開催出来た事は非常に良かったと思います。 

あまり、お役に立てなかった事が多々あったとおもいますが、数少ない例会運営に置きましては、親睦に満ちた楽し

い例会を、開催できたと思います。協力して頂いた、委員、会員の皆様には感謝申し上げます。 

 

  

 

 

加藤 輝男 幹事 

 あっと過ぎた一年でした。幹事という大役を任され、自分の出来る事は出来ないながらも実

行してきたつもりです。自分としては何か物足りなかった様な気も致します。 

 幹事ですから会長を補佐し、皆様方と一緒にクラブが楽しく運営していかなければと思い、

気だけが焦ったような感じです。先輩の皆様方又会長・副会長にも助けられて来た事、本 

当にありがとうございました。 

会員増強委員会 橋詰 希望 委員長 

 会員増強というロータリー存続の根幹をなす委員会ですが、その活動はとても十分とは言え

ない年度でした。コロナの影響で例会の開催もままならず、会員同士の交流も少なく、情報交換

の機会もあまりありませんでした。クラブ計画書に載せた、楽しいです。仲間と出会えます。ワイ

ワイやってます。勉強になります。趣味も増えます。仕事のためになります。元気がでます。奉仕 

活動をしていますというキャッチフレーズで、会員増強につなげたいと考えましたが、最近の若 

クラブ運営委員会 両川 博之 委員長 

 昨年は、新型コロナウイルスの第１波の流行が広がり４月７日、緊急事態宣言が出されま

した。 

その様な中、本年度小諸浅間ロータリークラブがはじまりました。クラブ運営に置きまして

も多大の影響があり親睦活動行事、例会等の中止、休会が多くなりました。 

また、第２波と流行が繰り返し、また後半の本年は、年末年始の人の動きによる第三波の 

出席・プログラム委員会 鴨下直哉 委員長 

 2020 年度～2021 年を顧みて新型コロナウイルスの影響より 3 ヶ月間例会も中止になり

卓話においては外部講師も呼ぶ事も出来ず、会員様の卓話と各テーブルから 1 名のランダ

ムフリートークでした。会員様の卓話は色々知らない事があり勉強になりました。１年間あま

り活動はできませんでしたがとても良かったです。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 ろ布引いちご園株式会社」にお邪魔させていただきました。倉本さんのお父さんよりイチゴの苗木の育成から始まり収

穫までの間にまつわるお話を伺うことが出来ました。その中で水耕栽培に欠かせない水を、特許を取得した装置により、

イチゴが病気にならないというお話が興味深く拝聴することが出来ました。その装置を改良してコロナウイルスの消毒も

可能であるとお話 

をされていたことも興味深く聞くことが出来ました。 

コロナ過で予定していたプログラムが中止になったものもありました。次年度からはコロナ騒動が収束し正常なプロ

グラムに戻ることを祈願して１年間を顧みました報告とします。 

頼りのない委員長でしたが黒澤会長さんをはじめとする、当クラブ全員の皆さんに大変お世話になり、ご協力頂いた

ことを心より感謝申し上げます。 

 

   11 月のロータリー財団月間には 11 月 24 日の 例会に“月間によせて”の題で卓話をさせて頂きました。最近入会 

された方々に我が委員会の活動主旨が理解 して頂けたか反省しております。 

   今年度の地区の目標 

    ロータリー財団への寄付 

     ・年次基金への寄付 １人 150 ドル以上 

         我がクラブ  特別寄付金 9 名 2850 ドル（299,250 円） 

     地区目標は  

     ・ポリオプラスへの寄付 1 人 30 ドル以上 

     ・ロータリー平和センターへ 1 人 500 円以上 

          我がクラブ  ポリオプラス・平和センターへの寄付 86 ドル（19,000 円） 

    米山記念奨学会への寄付 

     ・普通寄付金 3,000 円と特別寄付を合わせて 20,000 円以上を目指す 

         我がクラブ 普通寄付金特別寄付金 40,000 円（会として） 

                 特別寄付金  9 名 350,000 円でした。 

     皆様のご協力により、一応の目標は達成することが出来ましたが、10 月・11 月に限らず、皆様方もポケットマネー 

   に余裕が出来ましたら、随時受け付けておりますので、委員長にでも事務局の掛川さんにでも気軽にお申込み下さ 

   る様にお願い申し上げます。 

 

 

 

 

          

次 週 のプログラム： 

  ７月 ６日  「 新 役 員 の方 針 ・ 抱 負 」  会 長 ・ 副 会 長 ・ 幹 事  

次々週のプログラム：  

  ７ 月 １ ３ 日  「 委 員 長 挨 拶 」  各 委 員 長  

 

奉仕プロジェクト委員会 望月 完 委員長 

 昨年の７月より委員長を務めさせて頂きあっという間の１年間でした。 

活動としましては去年１０月の飯綱山公園の草刈作業から始まり、今月予定していました職業

奉仕賞表彰に該当される方がおられず、代替えとしての飯綱山草刈作業をもちまして締めくく

らせて頂きました。 

 １１月の職場訪問では当クラブの同士であります。倉本浩行会員の仕事場であります「こも 

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 小池平一郎 委員長 

 当委員会は掛川興太郎・鴨下直哉・美齊津 明・中込裕幸・矢島栄一の 5 名の委員と共に活

動致しました。 

 米山月間の 10 月には米山奨学生の徐萍（ｼﾞｮﾍｲ）さんに来て頂き、卓話をしてもらいました。 

しかし、地区大会もコロナ禍で交流もかないませんでした。 


