
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【本日の配布物】  

週報 1542 号、2022～2023 年度上半期プログラム予定

表、2022～2023 年度上半期会費納入お願い 

   

◆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     １４名 

            事前 MU     ０名 ７０．００％ 

前々回（6/7）   ＭＵ        ０ 名 ７５．００％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１１   橋詰 希望 君 

 

◆ニコボックス     両川 博之 委員 

 

山口 哲也君 

（小諸ＲＣ） 

一年間お会世話になり、ありがとうご

ざいました。今年度は小諸浅間ＲＣの

皆様と飲みニケーションが出来ず残念

でした。次年度はぜひ行いたいです。

小林会長、朝倉幹事ご苦労様でした。 

小山 信温君 

一年間お世話になりました。小諸ＲＣ

では半年ズームオンライン例会でなか

なかストレスが溜まるものでした。今

後交流を進めて行きたいと思いますの

でよろしくお願い致します。ありがとう

ございました。 

小林 秋生君 

「一年を顧みて」本例会にて本年度の

例会を修了します。至らぬ会長でした

が皆様のご協力に感謝致します。一

年間大変ありがとうございました。 

加藤 輝男君 

来週から会長になる予定ですが何と

か皆様にご指導され頑張って行きた

いと思っております。 

朝倉 俊次君 

一年間ありがとうございました。曜日

変更ご迷惑おかけします。今後ともよ

ろしくお願いします。 

黒澤 明男君 
小林会長、小林年度役員の皆様一年

間ご苦労様でした。 

 

◆点鐘 小林 秋生 会長 

◆SAA 両川 博之 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 山口 哲也 君（小諸ＲＣ） 

小山 信温 君（小諸ＲＣ） 

 

【会長挨拶】 小林 秋生 会長 
皆さん今日は。本日は、今年度最後の例会となりまし

た。何ヶ月も休会を続けて先月から、何とか開催を出来る

ようになりましたが、私年度はきょうで終り、淋しい気持ち

であります。この間、どこかで発言したら、もう一年やったら

と言われました。加藤さんには、休会も多かったので、裏

方として一緒にやりましょうとお願いをしてあります。 

さて、今日のプログラムは「年度を顧みて」と一年間を振

り返って反省を発表することになっておりますので、重なる

事は省きますが、ひとつだけ心残りがありますので、お願

いをしておきます。 

計画しようと考えて出来なかった「オープン例会」です。 

会員皆さんにお願いをしたいことは、会員一人が、一名の

入会候補者を見付けて下さる事、そして、何回かオープン

例会を実施して招待し、入会の勧誘を行って参りたいと考

えております。 

加藤年度の増強委員会に私も入っておりますので、何と

か努力をしてみたいと思っています。 

今日は以上をお願いしてご挨拶と致します。 

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【幹事報告】 朝倉 俊次 幹事 

１．例会変更 

軽井沢ＲＣ ７月４日（月） 定刻受付なし 

 ７月１１日（月） 定刻受付なし 

 ７月１８日（月） 定刻受付なし 

佐久コスモスＲＣ ７月１１日（月） 定刻受付なし 

 ７月１８日（月） 定刻受付なし 

２．週報 

   上田西・上田六文銭ＲＣ 

・7 月より例会日木曜日です。欠席の場合は月曜日 15 時

まで止むを得ない場合は火曜日 11 時まで事務局へ 

・7 月 7 日（木）プログラム「新役員の方針抱負」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。 

 

 

◆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．１５４３  令和４年６月２８日 
 

2021～2022 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」  

  

  
ート開催を試みたそうですが、欠席者も多く、まとまらなかったそうです。 

私も、考えては見ましたが、我クラブでは出来そうにありません。9 月に予定されたガバナー補佐事前訪問とガバナー公

式訪問を地区に交渉して延期とさせて戴きました。皆さんご存知のように感染レベルが下火になった 12 月に、事前と公式の

訪問例会を何とか実施することが出来ました。皆さんのご協力のおかげと厚く感謝申し上げます。地区の方へ延期を申出た

ときリモート会議による会長幹事会だけでもと言う事で、8 月に実施致しました。桑澤ガバナーと中野補佐さんのご指導にも

感謝致します。 

年が替って、1 月からは例会も出来るかなと思い、おめでとう例会は行いましたが、その後は、とても無理でありました。年

末年始による人間移動の結果、感染波の拡大が、未曽有となり、第 5 波から第 6 波と続きました。警戒レベルも全県 5 にな

りました。1 月から 4 月まで長期に渡る休会となってしまった事、淋しく想い起しておりますが、会長として私の努力がもう少

し足りていれば、もう少し何とかなったのかなと反省もしております。その点は誠に申し訳ありません。 

もうひとつ、何とか計画しようと考えていた「オープン例会」が出来ないままもう 6 月も終ります。新会長の加藤さん、私も一緒

にやりますので、加藤年度で何とか計画をして下さい。よろしくお願い致します。以上で私の一年間、コロナ懺悔を終わりま

す。ご清聴ありがとうございました。 

  

  

セット出来ず事務員に応援してもらい何とか夕方にはやっと終わった言う感じでした。 

 松本で国際ロータリー第 2600 地区のロータリークラブ会長・会長エレクト会議が行われましたが一人で心細かったです 

がガバナーの挨拶を聞いてガバナーの皆様本当にロータリーについて色々勉強をしているのだと感心致しました。これも 

奉仕の心でしょうか。 

 そんな事でこの一年副会長でやってこれたのも会長はじめ皆様方のお陰だと深く感謝致します。来月から会長という事で 

皆様からのご指導よろしくお願い致します。 

橋詰 希望君 

小諸ＲＣ山口会長、小山幹事ようこそ。

小林会長、朝倉幹事、役員の皆様お疲

れ様でした。加藤新会長よろしく。ラッキ

ー賞ありがとう。 

小池平一郎君 

山口会長、小山幹事ようこそ。永年火

曜日のお昼はロータリーでしたのに来

月から木曜日ギアチェンジしないといけ

ないのでしばらく調子が狂いそうです。 

倉本 浩行君 

山口さん、小山さんようこそ。4 回連続

で 15 番を引いています。5 回目を目指

したい。 

小山 等君 
役員の皆様一年間ありがとうございまし

た。梅雨明けが恨めしいです。 

田中 陽介君 

暑い毎日です。水分、体調管理を毎日

連呼しております。（朝礼にて）若いもベ

テランの方もご自愛ください。 

川野 義春君 

山口会長、小山幹事お越し頂きありがと

うございました。来月は欠席が多く申し

訳ございません。 

矢島 栄一君 

役員の皆様この一年間大変お疲れ様で

した。会員増強委員会活動が出来なく申

し訳ありませんでした。 

 

小林 秋生 会長 

  悩みながらの一年が、とにかく終りました。昨年 7 月からの前半期始まりは初々しい気持で例会

に臨んで見ましたが、すぐに挫折の浮き目を見ることになりました。都会のことだと思っていたコロナ

感染の激情が、全国に広がって来ました。8 月から 9 月にかけて長野県の警戒レベルが佐久地域 

は 3 から 4 に上がって来ました。とても例会を開ける状況ではありません。小諸クラブさんでは、リモ 

加藤 輝男 副会長 

 この一年副会長としてやって参りましたが何とかか逸翁に助けられ又皆様にも助けて頂いてここま

でたどり着いたと言うのが実感です。何と言ってもコロナ禍の中で例会・会合が計画通り出来なかっ

たのが残念です。 

 先日もコロナ禍の中っでオンラインリモート方式を使った講習会とか勉強会が有りましたが自分で 



  

 

  

クラブに成長させよう」をスローガンに 

① 「一会員、一候補者を見つけよう」のコンセプトから、各人からリストアップしてもらい役員・委員会を中心に交渉してい

く 

② 女性会員募集のためのきっかけづくりを考える。 

③ オープン例会、オープンイベントなどの企画を立ち上げ、ロータリーのイメージアップのための活動強化を図る。 

という 3 項目の活動を掲げておりましたが、どの項目もスタートラインに立っただけの状況で終わってしまいました。 

 強いてよかったことといえば、この 1 年間で退会される方が一人もなかったことくらいでしょうか。 

今となっては新型コロナの言い訳をつらつら述べるよりも、次年度も委員会に残りますので、本年度のやり残しを少しで

も取り戻すべく身を入れて取り組んでいきたいと思います。 

 

  

か開催していた例会も休会になりました。 

また、後半に於きましては１月より５月までオミクロン株の感染が増え、全てのイベントや例会が休会になりました。 

当委員会に於きましても、数少ない例会の中で、クラブ会報、ロータリーの友の紹介など情報活動に於きましては黒澤 

委員、橋詰委員、川野委員など委員の皆様のご協力により出来たことは、感謝申し上げたいと思います。 

また、広報活動に於きましては、私の力不足もあり何もできませんでした。時期年度はなるべく多くのイベント、例会が

出来ればと、願っています。 

 

  

トローク、小諸浅間 RC が３７０ストロークと、僅差にて我がチームが勝利をもぎ取りました。プレー中の皆さんは久々 

に、外へ遊びに出た子供のように、「はしゃいで」とても楽しそうでした。中止の案もありましたが開催して本当に良かっ 

たと思います。 

来年度は計画した全ての活動が予定通り、楽しみながら活発に行えるよう願いたいです。私と一緒に 1 年間携わって

頂いたクラブ運営委員の皆さん本当にありがとうございました。 

 

  

するのが精一杯でした。お話して下さいました掛川さん、小池さんありがとうございました。 

朝倉 俊次 幹事 

 コロナ禍、ましてや経験不足の中での幹事としての一年を振り返り、会長や皆様のお力添えをいた

だき何とか乗り切ることが出来ました。心よりお礼申し上げます。 慣れないリモート会議にも参加さ

せて頂き、大変勉強になりました。これからもよろしくお願い致します。 

会員増強委員会 矢島 栄一 委員長 

 結論から申し上げますと今年度ほど委員会活動が行えていない年は過去にはなかったのではない

かと思うほど何もできませんでした。地区の会員増強会議に参加して今年度の活動計画等を発表さ

せていただきましたが、そのほとんど全部が計画倒れという結果でした。 

 今期の活動目標としては、年初に小林会長が掲げておられました「当クラブを 3 年間で 30 名以上の 

クラブ広報・情報委員会 両川 博之 委員長 

 コロナ禍も、３年目に入り状況も相変わらず感染状態が、拡大や収縮を繰り返し完全なウイズ

コロナの見通しは立たない状況にあります。 

 本年度に於きましても昨年前半の７月末より東京オリンピック・パラリンピックが開催されましたが 

翌８月末頃から９月末位まで、感染拡大による緊急事態宣言が出され感染対策をしながらどうに 

クラブ運営委員会 望月 完 委員長   （代読 橋詰 希望 委員） 

 今年度のクラブ運営委員会の活動を振り返ってみます。どこの委員会も同じだったと思います

がコロナ禍に始まりコロナ禍にて年度末をむかえる事となりました。委員会活動計画のほとんど

が実施出来ずに大変な年度でした。 

 そんな折、2021 年 11 月 12 日小諸 RC との合同コンペを開催しました。結果は小諸ＲＣ372 ス 

出席・プログラム委員会 小山 等 委員長 

 本年度も新型コロナウィルスに翻弄されて、計画したプログラムを実行することが難しい一年に

なってしまいました。 

 自己小伝２と銘打って会員中心の卓話内容にしましたが、長期休会の影響で２回お話をお聞き 



次年度の委員長様には、本年企画が２回で止まってしまっている事もご考慮いただき、プログラムをお考えいた 

だけたら幸いです。殆んど何もしませんでしたが、一年間ありがとうございました。 

 

奉仕プロジェクト委員会 鴨下 直哉 委員長 

   2022 年度（上期） 

9 月 28 日 飯綱山公園草刈り、急角度の斜面の雑草がとてもきれいになりました。 

11 月 16 日 職場訪問 有限会社 共進製作所 代表取締役 佐藤和幸様 長野県小諸市和田工業団地 1056-15 

に職場訪問させて頂きました。社員様の挨拶がとてもしっかり出来ていて社員教育が徹底されておりまし

た。製造業のものつくりの凄さがわかりました。 

2021 年度（下期） 

6 月 21 日 飯綱山公園草刈りを行いとてもきれいになりました。 

 

   

 

 

小諸・小諸浅間ＲＣ合同親睦ゴルフコンペ 

                           

                          2022 年 6 月 8 日 望月東急ゴルフクラブ 

                

                   成  績  表 

 

 

 

 

 

 

 

順 位 氏  名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優 勝 矢島 栄一 ３９ ４１ ８０ 8.4 71.6 

準優勝 小林 秋生 ５２ ４５ ９７ 22.8 74.2 

 ３ 河野  敦 ４４ ４２ ８６ 10.8 75.2 

 ４ 中野 信之 ４６ ４８ ９４ 18.0 76.0 

 ５ 橋詰 希望 ４８ ４８ ９６ 19.2 76.8 

 ６ 柏木 君雄 ５３ ４７ １００ 22.8 77.2 

 ７ 小松富美男 ５０ ４９ ９９ 21.6 77.4 

 ８ 小林  潤 ４７ ５２ ９９ 21.6 77.4 

 ９ 小林美智子 ５２ ５２ １０４ 26.4 77.6 

10 青松 英和 ４２ ４９ ９１ 13.2 77.8 

11 樽澤 清子 ４９ ４６ ９５ 16.8 78.2 

12 竹内 健一 ４８ ４７ ９５ 15.6 79.4 

13 山口 哲也 ５３ ５４ １０７ 26.4 80.6 

14 高木 智彦 ４９ ６６ １１５ 31.2 83.8 

次週のプログラム   ７月７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 ４ 日  「 委 員 長 挨 拶 」  各 委 員 長  

          

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会委員会 青松英和 委員長 （代読 橋詰希望 委員） 

 年度初めにはいろいろ意気込んでみたものの、結局コロナ禍に振り回された今年度になりま

した。米山留学生の卓話の中止をはじめ、ロータリー財団及び米山記念奨学会への寄付事業

も思うに任せないまま年度末を迎えてしまいました。委員長としての非力をお詫び申し上げま

す。 

クラブ対抗戦（グロス上位４名のスコア） 

  優勝 小諸浅間ＲＣ     ３６４ 

     小  諸ＲＣ   ３７０ 


