
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田西ＲＣ ７月１４日（木） 定刻受付なし 

 ７月２８日（木） 定刻受付なし 

 ８月１１日（木） 定刻受付なし 

  ８月１８日（木） 定刻受付なし 

 ８月２５日（木） 定刻受付なし 

３．週報 

  佐久・佐久コスモス・上田東ＲＣ 

・例会終了後理事会 

・来週７月 21 日（木）休会 

【本日の配布物】  

週報 154４号、2021～2022 年度会計報告、2021～2022

年度桑澤一郎ガバナー月信最終号、ロータリーの友 7

月号 

 

◆出席報告   小林 秋生 委員 

会員数 ２０名  出席義務者 ２０名 免除者 ０名     

本 日          出 席     １３名 

             事前 MU    ２名 ６５．００％ 

前々回（6/28）    ＭＵ       １名  ７５．００％ 

 

◆委員会報告     

2021～2022 年度 小林 秋生 会長 

2021～2022 年度会計報告   

2021～2022 年度会計監査 小池平一郎 会員 

 2021～2022 年度会計監査報告     

クラブ広報・情報委員会  小池平一郎 委員 

 ロータリーの友 7 月号紹介 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１０  矢島 栄一 君 

 

◆点鐘 加藤 輝男 会長 

◆SAA 小山 等 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

 

【会長挨拶】 加藤 輝男 会長 

 第 2 回目として池上 彰さんのこれからの時代を生き抜く

うえでなぜ「行動経済学」は役に立つのかと言う事でお話

をさせて頂きます。 

 世の中の出来事を分析する学問を打ち立てるためには

さまざまな前提条件の設定が必要になってきます。経済学

も同じ事「需要と供給」などの理論を構築するためには「合

理的な人間」を想定して「品質が同じなら安い商品を買う」

「値段が同じなら品質が良い商品を買う」事を前提に理論

を組み立ててきました。でも私達は本当にそんな購買行動

をとっているでしょうか。そうではないですよね。 

 私達人間は頭では「不合理だ」と思っていることでもやっ

てしまう事がありますよね。ギャンブルで勝っている時「ここ

でやめれば儲けになる」と理解していても、やめる事ができ

ずに結局はスッテンテンになってしまう。 

 こんな人間的な弱さを分析してみたら、何がわかるだろ

う。それが「行動経済学」です。 

 これからの時代を生きていくうえで「行動経済学」は役に

立つと思います。「役に立つから買う」という合理的な思考

をする必要はありません。「面白そうだから買う」と言う行

動をとってみて下さい。 

 

【幹事報告】 田中 陽介 副幹事 
１．クラブ計画書 

  佐久・佐久コスモスＲＣ                      

 ２．例会変更 

上田六文銭ＲＣ ７月 19 日（火） 定刻受付なし 

 ８月１６日（火） 定刻受付なし 

 ８月３０日（火） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ ７月２８日（木） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ ７月１４日（木） 定刻受付なし 

 ７月２８日（木） 定刻受付なし 

  ８月１１日（木） 定刻受付なし 

 ８月１８日（木） 定刻受付なし 

 

◆会 長 / 加藤 輝男   ◆副  会  長 / 朝倉 俊次 

◆幹 事 / 鴨下 直哉   ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 望月 完 

◆例会日/週木曜日 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．１５４５  令和４年７月１４日 
 

2022～2023 年度 

国際ロータリーのテーマ 



◆ニコボックス     前田 博志 委員 

 

【本日のプログラム】 「委員長挨拶」 

 

  
   として置き去りにしない。地区方針に盛り込まれた様に、４０歳未満の会員を、そして女性会員を、それぞれ一人でも加

入させたい。全員一丸となって目標に邁進していきたいと決意しています。 

若い会員は、一刻も早く、家族をロータリーにデビューさせて下さい。家族の後押しがあれば、ロータリーライフの喜

びは倍増します。 

今はコロナ禍で制約されていますが、うんと楽しい事がいっぱい出来るクラブです。楽しい事をたくさんやっていきま 

しょう！ 

３０年が過ぎました。平均年齢が高くなり、会員数も伸び悩んでいます。自戒しなければならない。私も、そして皆も奮

起しなければなりません。どうか１年間、宜しくお願い致します。 

 

 

                 
主な活動目的としては、一般の皆様、及び地域社会にロータリークラブの活動情報を解かりやすく知ってもらえるよう

広め、イメージ向上及び社会貢献をアピールする。それにより会員の増強に繋げられる事が出来ればと思います。 

広報活動としては、地元の新聞社（小諸新聞）、地域の新聞社（信濃毎日新聞）、地元メディア（コミュニティテレビこも

ろ）を通じて積極的に活動できるようにする。卓話に参加頂いた方々へ当クラブの活動内容を伝える。例会ではクラブ

会報の毎週発行、ロータリーの友の内容紹介、などです。以上の内容を委員の皆さんに、ご協力頂きながら一年間務

めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

   

１． 司会や受付担当者はなるべく例会開始 30 分前までに集まって、その日のプログラムを把握し、準備・確認を

して例会に備えるように致します。まｔ、ゲスト・ビジターがいらっしゃる時は笑顔で歓迎し、思いやり、ご接待し

ます。お帰りの際はお礼を申し上げてお見送りします。 

加藤 輝男君 

まだ会長になり 2 回目なんですが 3 回、

4 回と上達して行きたいと思っておりま

す。 

小池平一郎君 

加藤会長の第一回目の例会に出られず

残念でした。一年間よろしくお願い致しま

す。34 回目の皆勤賞頂きました。ありが

とうございました。 

前田 博志君 
ジェニファー・ジョーンズかっこいいで

す。 

小林 秋生君 

梅雨が戻ったような連日のお天気です。

やはり夏は入道雲と青空が良いです

ね。 

両川 博之君 
出席人数が少ないので 2,000 円入れとき

ました。 

渡辺 頼雄君 職業奉仕の為早退 

矢島 栄一君 

久しぶりにラッキー賞が当たりました。前

田先生当たり番号を引いてくださりあり

がとうございました。 

会員増強委員会  前田 博志 委員長 

  黒澤・矢島・朝倉・小林。強力な委員を頂きました。稔り多い１年間を過ごしていきたいと思っ

ています。会員増強は言うまでなくクラブの礎です。コロナ禍も３年目をむかえています。例会も

活動も親睦も、何もかもままならず、試練の連続です。 

 新会員発掘もさることながら会員維持も最重要課題と位置づけなければなりません。誰一人 

クラブ広報・情報委員会   望月 完 委員長 （代読 両川 博之 委員） 

 今年度からクラブ広報・情報委員会の委員長を務めさせていただきます望月 完です。どうぞ

宜しくお願い致します。 

先ずはクラブ広報・情報委員会の活動を先輩がたにご指導いただき充分に理解をしたうえで、委

員の皆さんと一緒に盛り上げて行ければと思います。 

クラブ運営委員会  小山 等 委員長 

 クラブ運営委員会の一番の仕事は、毎週木曜日の例会の運営です。会員の皆様に毎回参加」

しやすく、楽しく親睦して頂ける例会をご提供」できるようにしたいと思います。その為に、次のよ

うな事に取り組みたいと思います。 



     ２．当番のみならず、出席の運営委員会全員で設営、撤収作業をします。 

３．ニコＢＯＸは、近年残高が減少傾向ですので積極的にお話頂けるようにご協力をお願い致します。 

   ラッキー賞が当たらなくても、良い事があったら 2000 円入れて頂ける雰囲気にします。 

４．特別例会、親睦活動行事については、コロナウィルス感染状況を見ながら内容、日程等理事会で承認を受けて

から実施致します。因みに、本日例会後の理事会にて上程致しますが、8 月 4 日（木）に納涼夜間例会を計画し

ております。小林会員の手打ちそばを頂く内容です。理事会にて承認されましたら改めてご案内致します。 

 それでは、一年間よろしくお願い致します。 

 

   

クラブの活動を少しずつ正常に戻していければと考えています。今期の卓話では会員の皆様のそれぞれの 

お立場から多分生涯二度と経験することは無い今回のコロナ禍についてのお考え、思いをお聞かせいただ 

く企画を考えています。 

尚、今回の委員のご意見として前委員会の企画である「自己小伝」が会員の皆様が準備される中、この 

   コロナ禍でほとんど発表の場が無くなったとのご指摘を受け、先ずは「自己小伝」と併せて今回のコロナ 

禍について思いをお聞かせ願えればと思います。 

よって「自己小伝」未発表の会員は改めてご準備をお願いいたします。 

今後の予定 7 月 28 日 橋詰希望会員 8 月 18 日 黒澤明男会員 8 月 25 日 青松英和会員 

          9 月 29 日 小林秋生会員 12 月 15 日 矢島栄一会員 

あと１月からの下半期の卓話の中で渡辺頼雄会員、前田博志にお願いいたします。 

 

   

して考えられる活動の実施など、委員の皆様の協力の元、相談しながら１年間務めさせて頂きます。 

本年度何卒宜しくお願いします。 

 

  
         ○ 年次寄付 1 人 150 ドル以上の達成 

○ ポリオ・プラス 1 人 500 円以上をお願いする 

○ 地区補助金の活用を考える 

米山奨学会は世界中の有為な若者を物心両面から支援することを目的としております。ご協力よろしくお願いし 

ます。普通寄付 1 人 3,000 円以上、特別寄付 1 人 20,000 円以上を目標とします。 

10 月 6 日（木）には米山留学生の「グェンティタンチュック」さんの卓話を予定しております。留学生の皆さんを通 

してアジア諸国との友好が推進できることを願っております。 

 

            

 

 

 

次週のプログラム  ：７月２８日 「自己小伝Ⅱ」 橋詰 希望 会員 

次々週のプログラム： ８ 月  ４ 日  「 納 涼 夜 間 例 会 」  クラブ運 営 委 員 会  

          

奉仕プロジェクト委員会 両川 博之 委員長 

 本年度、奉仕プロジェクト委員会委員長を務めることになりました。両川です。 

委員会に於きましては、地域社会の中で奉仕を通じて人々の生活の質を向上させるよう努め

行きたいと思います。委員会活動としては、例年の活動に準じた活動になると思います。 

 職場例会の開催、職業奉仕賞の選考と表彰、飯綱山公園の下草刈り、その他委員会活動と 

出席・ニコＢＯＸ委員会 青松 英和 委員長  （代読 小林 秋生 委員） 

 昨今のコロナ禍は社会の在り様を一変させました。ロータリークラブの活動も例外で

はあり得ません。「共に集う」というクラブの根幹が大きく揺さぶられ、この 2年間クラ

ブの活動にも大きな支障をきたしました。今期もその影響は多々あると思いますが、ワ

クチン接種や治療薬の開発の進展等でコロナウイルスの存在と何とか折り合いをつけて 

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 黒澤明男 委員長 （代読 橋詰希望 委員） 

 ロータリー財団が地域社会や国際社会への奉仕を強化し、増大していくためには、奉仕活動の

充実と資金面の援助が重要です。貧困や飢餓、疫病や障害に悩み苦しんでいる全世界の人たち

のために会員の皆様のご協力をいただきながら奉仕活動をすることを目標とします。 


