
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】 朝倉 俊次 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について 

   7 月より 1 ドル＝111 円（現行 109 円）に変更  

２．桑澤一郎ガバナーより第 2600 地区インターアクト地区

大会について 

   日時 7 月 24 日（土）ＺＯＯＭ 13：00～ 

   場所 伊那西高等学校インターアクトクラブ（会議室） 

３．例会変更 

佐久コスモスＲＣ ７月１２日（月） 定刻受付なし 

上田ＲＣ ７月２６日（月） 定刻受付あり 

 ８月 ９日（月） 定刻受付なし 

 ８月１６日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ７月１３日（火） 定刻受付なし 

 ８月１０日（火） 定刻受付なし 

 ８月３１日（火） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ ７月２１日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ ７月１４日（水） 定刻受付なし 

上田東川Ｃ ７月 ７日（水） 定刻受付なし 

 ７月２１日（水） 定刻受付なし 

 ８月 ４日（水） 定刻受付なし 

 ８月１１日（水） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ７月２２日（木） 定刻受付なし 

 ７月２９日（木） 定刻受付なし 

 ８月１２日（木） 定刻受付なし 

 ８月１９日（木） 定刻受付なし 

４．週報 

   佐久・上田・丸子・上田西ＲＣ 

・7 月１３日（火）プログラム「委員長挨拶」です。各委員長

の皆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 1524 号、ガバナー月信 1 号、ガバナー月信ファイ

ル、クラブファイル 

 

◆出席報告   小山 等 委員長 

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（6/22）   ＭＵ          ０名 ８０．９５ ％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ． ５    田中 洋介 君 

 

 

 

◆点鐘  小林 秋生会長 

◆SAA  望月 完委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日の歌 

 

◆結婚祝 

  朝倉 俊次 会員 真由美 夫人 

 

【会長挨拶】 小林 秋生 会長 

会員の皆様こんにちは。先週に続いて当り前のように本

日、例会が始まりました。2021～2022 年度の第一回目の

例会であります。先程、前期の会長さん、副会長、幹事さ

んより、新旧のリレーのセレモニーが、約 5 分間位で行わ

れ、そのまま新しい年度、新しい例会の開催へと脈々と受

継がれて進んで行く。大変簡単な事のようでありますが、

そこがロータリーの良さであり真髄だと、私は考えておりま

す。 

当クラブも創立以来 34 期目、1500 有余回の例会が続い

ております。特に難しい問題もなく週毎に寄り集まって笑顔

で挨拶を交わし、また、大したものではありませんが、奉仕

の心を積んで行く。これは素晴らしい事であると思います。

なぜでしょうか。これは、ロータリーの深いところに皆一様

に信じている魂の結束みたいなものがあるからだと私は思

います。毎年、毎回、サラリとしたロータリーの流れの中に

全会員が、いささかの疑義や矛盾も感じないで（すこし言

い過ぎかな）参加している精神が素晴しいと思います。 

今までリーマンの様な経済ショックとか、現在のコロナシ

ョックとか、これからも種々の難題が振りかかるとは思いま

すが、ロータリーの未来にはそれを乗り越えて発展する希

望的な想いがある筈です。 

私には、特別に何かを成遂げる能力など、とても有りま

せんが、ただ何事も、一所懸命やると言う自負はありま

す。どうか皆様の甚大なご協力と、ご鞭撻をお願い申し上

げて、簡単ではありますが新会長就任のご挨拶と致しま

す。 

 

 

◆会 長 / 小林 秋生   ◆副  会  長 / 加藤 輝男 

◆幹 事 / 朝倉 俊次   ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 両川 博之 

◆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．１５２５  令和３年７月６日  

2021～2022 年度 

国際ロータリーのテーマ 

  



 ◆ニコＢＯＸ  渡辺 頼雄 委員 

 

【本日のプログラム】 「新役員の方針・抱負」   

 

   目標としては、基本の例会をなるべく計画通りに開催をして行きたいと思います。前期に理事会で決められた月当り 

 の回数も平均一回減少しています。この事から、クラブ内のイベント予定と絡めて、社会情勢を見ながら臨機応変は

仕方がないとも考えております。 

     活動の第一は、何と云ってもクラブ基盤の増強であります。2006 地区のガバナー方針もオープン例会などのモデル

を揚げて基盤の強化と充実を指導されております。当クラブも増強第一と考えて行きます。来週のプログラムの中で、

増強委員会から、もうすこし詳しい戦略方針が示されると思いますが、長期的計画を以って 3 ヶ年後に 30 名クラブに成

長する事を目指したいと考えております。 

奉仕活動については、現在続いている事を例年通り実施し、新規の奉仕アイテムは増さないで行きたいと思っていま 

す。 

親睦の活動については例年実施してきたクラブ内行事をコロナ状況を踏まえて計画し、コミュニケーション重視で実

施を致します。特に途切れていた家族同伴親睦旅行を復活し、楽しさ溢れる会としたい。本年中の開催は無理かもしれ

ませんが、ワクチン効果を期待すれば来春での実施は可能であるとも考えます。 

以上、新会長としての思いの一分をお話し致しましたが、役員、会員、事務局員の皆様のご協力に頼る事しか考えら

れません。どうぞ御鞭撻の程ひとえにお願い申し上げまして発表を終わります。 

 

  

小林 秋生君 

新年度が始まり、会長に就任致しまし

た。役員・事務局の皆さん、全会員の皆

様どうぞ一年間よろしくお願い申し上げ

ます。 

加藤 輝男君 

静岡の伊豆山の土砂災害、本当に大変

な災難だったと思います。被害にあわれ

た方、お見舞い申し上げます 

朝倉 俊次君 大谷翔平選手 ガンバッテネ！ 

掛川興太郎君 小林年度、一年間ご苦労様です。 

望月 完君 

小林会長での新体制の初日にチョンボ

をしてしまい、掛川会員にご迷惑をお掛

けしました。すみませんでした。渡辺さん

すみませんでした。 

前田 博志君 小林会長、朝倉幹事 おめでとう。 

黒澤 明男君 
小林年度のスタートおめでとうございま

す。ご活躍を期待します。 

渡辺 頼雄君 
小林年度中にコロナ収束宣言を聞きた

いと思います。 

田中 洋介君 

新年度、最初のラッキー賞ありがとうご

ざいました。皆さんにとって良き一年とな

るように祈っています。 

小池平一郎君 

小諸市文化協会の会長をしています

が、予算不足ですので、多くの企業の皆

様のご協力をお願い致します。 

 

小林 秋生 会長 

いよいよ新年度が始まりました。コロナ禍の収束が、まだ不透明な中で、ロータリー活動

が、正常にあるいは効果的に出来るかと言うことになると、まったく自信はありません。故に

抱負たるものも表現することが出来ません。 

加藤 輝男 副会長 

 この度、副会長を任せられ心機一転で始め様と言うのが今の気持ちです。幹事の時は黒

澤会長を補佐する立場がかえって会長に迷惑ばかりかけて申し訳ありませんでした。 

 今度こそは小林会長にご指導頂き、小諸浅間ロータリークラブを楽しく、しっかり実のある 

 



  運営が出来る様、頑張りたいと思っておりますので皆様方のご協力を是非よろしくお願い申し上げます。 

    コロナが一日も早く終息して安心して例会が出来る様願っております。そして新規クラブ会員が一人でも増える 

   様に努力していきたいと思っております。 

 

  

 

 

 

                             【バッジ交換】 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム： 

               ７月１３日 「委員長挨拶」 各委員長 

次々週のプログラム：  

              ７ 月 ２ ０ 日  「 休 会 」   

         

朝倉 俊次 幹事 

 まずは、ロータリー用語や活動の意義を理解し、会員の皆様と進むべき方向性をしっかりと

共有できればと思います。 

幹事としての心構えや役割は、諸先輩方にご指導いただきながらとなってしまいますが、

小林会長や会員の皆様にご迷惑を掛けぬよう頑張りますので、一年間よろしくお願い致しま

す。 


