
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】 朝倉 俊次 幹事 

１．第 1 回会長主催会議Ｙou Ｔube 視聴案内について 

  10 月 5 日「疾病予防と治療」と「環境」をテーマに韓国・

慶州で開催 

   YouTube https://youtu.be/BCI3UJAmBpE    

 ホームページ http://www.2021ripc-korea.com 

２．第 2780 地区 田島 透ガバナーより「世界ポリオ根絶

サミット inＤ2780」案内 

   日時 10 月 24 日（日）12：30～16：15 

   場所 Ｙou Ｔube 視聴ＵＲＬ 

       You Tube 視聴 

URL https://www.youtube.com/watch?v=0ZIqc_oEXW0 

３．第 2600 地区 桑澤一郎ガバナーより第 2600 地区青少

年育成基金プロジェクト補助金について 

   申請締め切り 2021 年 11 月末日 

４．例会変更 

丸子ＲＣ １０月２８日（木） 定刻受付なし 

５．週報 

  南佐久ＲＣ 

・来週 10 月 26 日（火）飯綱山公園草刈り。作業の出来る

服装で草刈り機、鎌等ご持参下さい。 

【本日の配布物】 

週報 1530 号 

   

◆出席報告   青松 英和 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      ３名   ８５．００％ 

前々回（7/29）   ＭＵ       ０ 名  ８５．００％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ． １７  青松 英和 君 

 

 

 

◆点鐘 小林 秋生会長 

◆SAA 小山 等委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我等の生業 

◆ｹﾞｽﾄ 中野 信之 様 （ＲＩ2600 地区 

東信第一グループガバナー補佐） 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 花岡俊也 君 （ガバナー補佐幹事） 

 

【会長挨拶】 小林 秋生 会長 

本日は、中野ガバナー補佐が見えられました。9 月から

延期になっていた事前訪問であります。例会終了後は、ク

ラブ計画書に沿って役員と委員会各委員長のクラブ協議

会を予定しております。どうぞよろしくお願い致します。 

 さて最近は、コロナ禍が、都会も田舎も急激に改善され

て来たニュースであります。何とか、この状況が収束に向

かって進んでいって欲しいものであります。先日、戸隠の

おそば屋さんの話しでは、10 月に入って大分、観光客が増

加して来たとの事であります。 

しかし、この時期、本来は、観光バスがドカドカ入って来

るのがおそばの戸隠でありますが、そこまでは、未だ無い

との事でした。状況の改善傾向により、これまでに中止をし

て居たそば祭りの開催も準備を従来通りで良いものかと悩

んでおりました。 

全国の旅館・ホテル業界においても、今の状況で収束に

向うとしても、完全に以前に戻るのには５年は掛るとの星

野リゾートの星野社長の弁が新聞に載っていました。社会

のいろいろな仕組み取組みの中にも大きなひずみが残さ

れていて、経済が回転し出しても、大変な時間が掛る事が

想像ではなく事実であると思われます。われわれロータリ

ーにおいても、これからの活動において、手放しで取組み

が出来るとは思えません。今日の協議会では、この様な状

況を踏まえて計画書の検討会を行いたいと考えています。

ガバナー補佐さん、どうぞよろしくお願いを致します。 

 

 

 

 

 

◆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．１５３１  令和３年１０月１９日  

2021～2022 年度 

国際ロータリーのテーマ 

  



 

◆ニコＢＯＸ  橋詰 希望 委員 

 

  

【本日のプログラム】 「ガバナー補佐事前訪問」   

国際ロータリー第 2600 地区 東信第一グループガバナー補佐 中野 信之 様  

 

  

一つ目ですが、繋がりの強化（ロータリアン同士、ロータリーファミリー、そして社会との） 

２つ目、女性会員の増強と役割の重要性 

３つ目、積極的な広報活動とビジュアルアイデンティティの強化です。 

まず、一つ目の活動目標ですが、繋がりを強化するためのサポートをいたします。 

「ロータリー奉仕デー」の実施によるロータリーファミリー及び社会との繋がりの理解と実施推進のサポートそして、 

地区及びクラブのデジタル化、オンライン化を推進し、各業務の効率化と例会や委員会、各種研修会等を、オン 

ラインまたは対面との併用によるハイブリッド形式を実施するためのサポートです。 

「クラブのデジタル化推進のための研修会」を年３回予定しています。 

続いて２つ目の活動目標ですが女性会員の増強とリーダーへの育成です 

女性会員の増強とリーダーへの育成サポートを（増強委員会、RLI 委員会）致します。続いてメータ会長の（みんなが 

一人を入会させよう）の推進です。 

そして、ロータリークラブ入会案内パンフレットの作成とクラブへの配布です。 

３つ目の活動ですが積極的な広報活動によるサポートです。 

目標よる東信第一グループでも新聞折り込みに。PR をここ数年実施しておりますが地区全体にても実予定予定で 

おります。そして SNS によるクラブ広報のサポートです。 

そして、毎年のお願いごとになるのですが、ロータリー財団への寄付の拡充推薦、米山記念奨学会への寄付の拡充 

推進、国際奉仕活動、職業・社会奉仕活動、青少年奉仕活動、ロータリーファミリーの拡充、リーダー育成活動、クラブ

戦略計画の立案と目標設定 

これら８つの継続的な重要課題のサポート・アドバイスを行います。 

新型コロナ感染症の状況を踏まえ「地区大会、RYLA」の日程を変更いたしました。RYLA が 2022 年 5 月 14,15 日、 

地区大会が 21，22 日です。それに伴い新聞広報、RYLA、オープン例会、地区大会、クラブ奉仕活動を核としたイメ 

ージ向上と会員増強を全クラブ挙げて実施致します。また、地区のイメージ向上、会員増強月間を 2022 年 5 月 1 日 

～31 日に変更いたしましたのでよろしくお願い致します。 

中野 信之君 本日はよろしくお願い致します。 

小林 秋生君 

延期になっていたガバナー補佐事前訪

問が本日実行となりました。中野ガバナ

ー補佐よろしくお願いします。 

朝倉 俊次君 
中野さん、花岡さん本日はありがとうご

ざいます。 

小池平一郎君 

中野ガバナー補佐ご苦労様です。花岡

先生ようこそ。ツルヤさん回転ありがとう

ございます。 

掛川興太郎君 
小諸店が 10/14 にオープン致しました。 

ありがとうございました。 

前田 博志君 ガバナー補佐、ありがとう。 

倉本 浩行君 
馬さんの信大研究室に機械化の相談に

行きました。 

青松 英和君 

中野ガバナー補佐事前訪問。ラッキー

賞、当たりました。ありがとうございま

す。 

望月 完君 

皆さんとお会いするのは約 1 ヶ月半ぶり

です。決して遊んでいたわけではありま

せん。今後もよろしくお願いします。 

橋詰 希望君 

中野ガバナー補佐、花岡先生、今日は

ありがとうございます。スーパーツルヤさ

ん近くて有難いです。 

本年度、東信第一グループガバナー補佐を仰せつかりました小諸ロータリークラブ所属

の中野信之と申します小諸浅間の皆さんには日頃からお世話になりますが一年間宜し

くお願いいたします。 

本年度、桑澤ガバナーの意向で事前訪問時に地区の方針をお話ししていただきたいと

のことですのでパワーポイントを使ってお話をさせていただきます。また質問等あればお

聞きし持ち帰って返答いたしますのでよろしくお願いいたします。 

桑澤ガバナー年度地区標語は「繋がりを保ち、交流と奉仕を充実させよう」です。 

また地区の重点項目、活動目標ですが３つあります。 



最後になりますが、ロータリーのロゴですがクイックガイドを参照していただきビジュアルアイデンティティを向上し 

人々に認識と理解を高めて頂ければと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 【クラブ協議会】 

 

 
 

  
 

    次週のプログラム  ：１０月２６日：「飯綱山公園草刈り」  

次々週のプログラム： １ １ 月  １ 日 ： 「 休 会 」 （ 法 定 休 日 週 ）   

 

 

 


