
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】 朝倉 俊次 幹事 
１．2020～2021 年度成田守夫ガバナーより 2020～2021

年度年次報告書 

２．例会変更 

軽井沢ＲＣ １２月２０日（月） 定刻受付あり 

 １２月２７日（月） 定刻受付なし 

 １月 ３日（月） 定刻受付なし 

 １月１０日（月） 定刻受付なし 

 １月１７日（月） 定刻受付あり 

佐久コスモスＲＣ １２月２０日（月） 定刻受付なし 

 １２月２７日（月） 定刻受付なし 

 １月 ３日（月） 定刻受付なし 

 １月１０日（月） 定刻受付なし 

上田ＲＣ １月 ３日（月） 定刻受付なしし 

 １月１０日（月） 定刻受付なし 

小諸ＲＣ １２月１５日（水） 定刻受付なし 

 １２月２９日（水） 定刻受付なし 

 １月 ５日（水） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ １２月１５日（水） 定刻受付なし 

 １２月２９日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ １２月１６日（木） 定刻受付あり 

 １２月３０日（木） 定刻受付なし 

    １月 ６日（木） 定刻受付あり 

 1 月 27 日（木） 定刻受付あり 

上田西ＲＣ １２月 23 日（木） 定刻受付あり 

 １２月３０日（木） 定刻受付なし 

 1 月２０日（木） 定刻受付なし 

・例会終了後理事会 

・当クラブ 12 月 14 日（火）クリスマス夜間例会 18 時より 

【本日の配布物】  

週報 1535 号、ロータリーの友 12 月号、2020～2021 年度

年次報告書 
 

◆出席報告   小池平一郎 委員 

会員数 ２０名  出席義務者 ２０名 免除者 ０名     

本 日         出 席     １５名 

            事前 MU      ０名  ７５．００％ 

前々回（11/16）   ＭＵ      １名  ８５．００％ 
 

◆委員会報告 

クラブ広報・情報委員会 黒澤 明男 委員 

・ロータリーの友 12 月号紹介 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ． １１    望月 完 君 

 

 

 

◆点鐘 小林 秋生 会長 

◆SAA 鴨下 直哉 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日 

 

◆誕生祝 

加藤輝男会員・鴨下直哉会員 

 

【会長挨拶】 小林 秋生 会長 

皆さん、今日は。コロナ関連情報は、何とか数字の上で

は落ち着いていますが、新しく「オミクロン株」が、急速に世

界に広がっており、日本も何か、きなくさい雰囲気になって

来て弱りました。と言うのも、今年度始めに地区よりのアド

バイスで、増強・増員の為のイベントであるオープン例会な

るものが、仲々、計画出来ずにおります。都会も地方も、

現在の状況で何とか年末年始を乗り切れたら、一月にオ

ープン例会委員会を立ち上げて計画し、理事会の承認を

得て 2 月から月一回くらいの開催を考えております。委員

会は、会員増強、クラブ運営、クラブ広報の各委員長と会

長・幹事の面々、五名にて構成して、計画したいと考えて

おります。大まかな計画の内容としては、最近、入会勧誘

候補に上っていて勧誘出来ずにある人、その他若い会員

諸君に、御友人の誘いをお願いし、この人達を通常の昼例

会に招待して例会体験をして頂く。体験は一度限りではな

く 2～3 度の招待を実施する。その他、委員会、また全会員

にお願いして、種々な提案を戴いて実施の内容を濃くして

行きたいと考えております。目的は言うまでもなく勧誘で囲

い込み、新入会のあかつきを得たいと思います。会員の皆

様には、本日から候補者の探求を心掛けて戴き、何卒、効

果的なご協力の程御願い致します。 

本日は、このあと、クラブ協議会であります。来年度の

役員・理事等の選出をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

◆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．１５３６  令和３年１２月７日  

2021～2022 年度 

国際ロータリーのテーマ 

  



◆ニコＢＯＸ  矢島 栄一 委員 

 

 

【本日のプログラム】 クラブ協議会 「年次総会」   

 

２０２３～２０２４年度 

                        会 長   鴨下 直哉 会員 

２０２２～２０２３年度 

              ≪役 員≫   

 会   長    加藤 輝男  会員   

副 会 長    朝倉 俊次  会員  

幹   事    鴨下 直哉  会員  

直前会長    小林 秋生  会員 

             ≪理 事≫  

会員増強委員長                  前田 博志 会員  

クラブ広報・情報委員長                望月 完   会員 

クラブ運営委員長                    小山  等  会員    

出席・プログラム委員長                青松 英和  会員 

奉仕プロジェクト委員長                両川 博之  会員  

ロータリー財団・米山記念奨学会委員長      黒澤 明男  会員 

           ≪監 査≫  

小林 秋生 会員 

                         矢島 栄一 会員 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                  次期会長の所信の挨拶   加藤 輝男 会長エレクト 

    皆様いつもご苦労様です。 

    今回私、小諸浅間ロータリークラブの次期会長に任命されました加藤です。私も初めての事で何をどの様に 

して動かして行っていいのかよく理解出来ずに、今回の委員会構成を小林会長、次期幹事の鴨下さんと私の三 

人で次期役員の名簿を何とか作成、決定する事になりました。 

    この連絡を役員の方々に一人ずつお願いをし、内閣改造論ではありませんが強力な委員会が出来た事、本当 

   にありがとうございました。来期はこのメンバーで進めていく事になりますが、小諸浅間ロータリークラブの会員の 

   皆様方と力を合わせて運営をして行きたいと思っておりますのでどうかよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

  

小林 秋生君 

7 月に新年度スタートして、早いものでも

う 12 月に入りました。コロナ・コロナで明

け暮れていますが来年は何とかコロナ

が遠のいて下さいます様に・・・ 

加藤 輝男君 

誕生祝、ありがとうございます。誕生祝

はとても嬉しいのですが年がしていくの

が少し辛い感じです。プロ野球の日ハム

の監督になられた新庄監督は非常に変

わった監督だと思います。まず、コーチ

の言う通りになるなとか、優勝は期待し

ていないとか、選手がのびのび出来る

のではないかと思います。 

朝倉 俊次君 皆様も健康には気を付けましょう。 

鴨下 直哉君 誕生祝、ありがとうございます。 

矢島 栄一君 

ニコ BOX 担当者として入れさせていただ

きます。会員増強委員長としてまだ活動

自体も出来ておりませんが後半に向け

て増強活動を推進して参ります。 

前田 博志君 
年次総会、加藤・鴨下年度おめでとうご

ざいます。 

望月 完君 

加藤さんラッキー賞を引いて頂き、あり

がとうございました。お誕生日おめでとう

ございます。 

黒澤 明男君  

次週のプログラム  ：１２月１４日：「クリスマス夜間例会」 

次々週のプログラム： １ ２ 月 ２ １ 日 ： 「 ガバナー公 式 訪 問 」 桑 澤 一 郎 ガバナー 

          


