
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この様に今回は 3 年ぶりと言う事で観客も結構多く、す 

ごく賑やかで父兄の方、テレビ局の方も撮影にカメラを回 

しておりました。 

 子供達の元気な土俵入りをゆっくり見させて頂き、昔私 

が野岸小学校に通学している時はこの土俵で相撲を取っ 

ていた事を思い浮かべ、とても懐かしく感無量でした。今 

はコロナで取り組みも出来ず本当に残念です。 

 小諸浅間ロータリークラブで贈呈した化粧まわしはとて 

も貫禄があり立派でした。元気の良い子供達、330 年近く 

続く伝統の八朔相撲を小諸市民の為、小諸市発展の為、 

小諸浅間ロータリークラブ協力のもと長く続けていって欲 

しいと思いました。 

 

【幹事報告】 鴨下 直哉 幹事 
１．米山梅吉記念館より「館報」 

２．「第 20 回記念ロータリー全国囲碁大会」案内 

   日時 11 月 5 日（土） 

   会場 東京・市ヶ谷日本棋院本院 

３．古川静男地区研修リーダーより第 1 回会長エレクト・

次期幹事研修について 

   日時 10 月 2 日（日）13：00～16：50 

   研修方法 ZOOM によるオンライン研修 

４．クラブ計画書 

   千曲川・蓼科・丸子・上田六文銭・ＲＣ 

５．例会変更 

 上田ＲＣ ９月１９日（月） 定刻受付なし 

 10 月 10 日（月） 定刻受付なし 

軽井沢ＲＣ ９月１９日（月） 定刻受付なし 

６．週報 

  小諸、千曲川、佐久、南佐久、上田、丸子、上田西、上

田六文銭、東御ＲＣ   

・来週 9 月 15 日（木）ガバナー公式訪問、スーツ・ネク 

タイ着用でお願い致します。  

【本日の配布物】  

週報 1545 号、ガバナー月信 8・9 月号、ロータリーの友 

8 月・9 月号、理事会報告、クラブ計画書、地区大会パ 

ンフレット  
 

◆出席報告   青松 英和 委員長 

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    ２名 ７５．００％ 
 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１３   橋詰 希望 君 

 

 

 

 

◆点鐘 加藤 輝男 会長 

◆SAA 矢島 栄一 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日 

 

◆誕 生 祝 
 8 月 小池平一郎会員・渡辺頼雄会員・中込裕幸会員 

     朝倉俊次会員 

 

◆結 婚 祝 
 9 月 前田博志会員 寿美子夫人 

     小山 等会員 志帆夫人 

 

【会長挨拶】 加藤 輝男 会長 
 8 月 28 日（日）9 時から八幡宮八朔相撲の土俵作りが有

り、私はじめ小池・小山・橋詰・両川・矢島さん 6 名で土俵

俵作り・土俵の整備・神社廻りの草取りと終わったのが 12

時少し前でした。皆様、いい汗をかいたのではないでしょう

か。 

 9 月 1 日（木）ガバナー補佐事前訪問が 12 時 30 分から

音羽さんで開催され、ガバナー補佐の大工原巧様、補佐

幹事の佐藤一郎様お二人が訪問され、会長・幹事・前田・

小山・青松・両川さんと事務局掛川さん 7 名でお迎え致し

ました。 

 コロナの為、食事、例会は無しで 12 時 30 分から本題に

入り各委員長の挨拶から始まり終わった後、ガバナー補

佐大工原様からの挨拶の中で私達もコロナの為、休会が

多いのですが、この時期東京からの別荘持ちのロータリー

クラブの会員の方と一緒に例会をやるので多い時は私達

の他に 20 名程増えるので大変な面もあるんですよとこぼ

しておりました。会員増強に対して軽井沢ロータリークラブ

は少し減少ぎみですと話されていました。 

 その後、雑談に入り 20 分～30 分程度いろいろの話をま

じえ 2 時ころ終了。お二人をお見送りし、無事に事前訪問

を終了しホッと致しました。 

9 月 4 日（日）八幡宮八朔相撲神事が 10 時から行われ

ました。私と朝倉副会長と出席致しました。 

まず、神事の中で小諸市長をはじめ各代表の方 10 数名 

の皆様が神事を執り行いました。 

 その中に会員の小山 等さんも荒町の総代として出席さ 

れていました。お話をお聞きしましたら親子代々の事だそう 

です。素晴らしい事だと思います。 

小池先生もおいでになっておりました。この八朔相撲が 

行われる時は毎回観戦に来ている様です。本当にありが 

とうございます。 

 

 

 

◆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．１５４６  令和４年９月８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 

 

黒澤 明男君  話題の昆虫食（セミ・オケラ・イナゴ・ゲンゴロウ）話の種にご賞味下さい。昆虫採取で感じた事。ムシが 

激減しており自然環境の変化を危惧しました。 

去る 7 月 13 日（水）千曲川 RC チャーターメンバー田島史朗会員の米寿をお祝いする会が臼田町で開

催されました。千曲川 RC 会員以外での参加は親クラブ南佐久 RC より渡辺年度ガバナー補佐、品田

宗久さんと小海町町長黒澤弘さんそして私の 3 名でした。参加者よりの記念品として大きな胡蝶蘭と食

事券を贈呈、夏川実行委員長よりお祝いの言葉などで大変盛り上った祝賀会でした。田島会員の御礼

挨拶で本来ならば個々にお返しを用意すべきところであるが、ロータリアンらしくニコニコ BOX で謝意を

表したいとして、千曲川、南佐久、小諸浅間各 RC に 10,000 円をとの申し入れがありニコ BOX と云われ

ると、断る理由がなくありがたく頂戴してまいりました。本日お預りした浄財を入れさせていただきます。 

田島さんは当クラブ初代会長神津恭通さんと盟友であり当クラブ周年記念式典にいつも参加されてい

る方です。また、御長女は小諸高校音楽科でおなじみの井出先生です。 

 

【本日のプログラム】 「ロータリーの友月間」 クラブ広報・情報委員会 望月 完 委員長 

  

  
１９５９年 1 月号では『正田さん、おめでとうロータリアンの家族から皇太子妃』では正田美智子さんのご成婚を写真で

取り上げています。これらの内容はインターネットから創刊号より検索ができるので、時代の移り変わり、背景等を調べ

てみたいと思います。皆さんもいかがでしょうか。 

『私の一冊』では上田 RC の米津さん推薦であります。ドラッガー著「現代の経営」紹介します。［企業の目的は顧客の

創造である］等、マネジメントでお馴染みのドラッガー語録が登場する本だそうで、利益至上主義を嫌う著者の理論はア

メリカよりも日本の経営者と親和性が高いそうです。1954 年に書かれた本書ですがマネジメントについては、現代でも

充分通用する内容みたいです。米津さんは繰り返して読んでいるとのことでしたので自分も 1 回読んでみたいと思いま

す。 

 

 

 

 

加藤 輝男君 

今日は昨日の寝不足で頭がふらついて

いますが皆様にご迷惑をお掛けしない

様に頑張って行きます。よろしくお願い

致します。 

鴨下 直哉君 
来週ドイツに行って来ます。今後ともよろ

しくお願いします。 

矢島 栄一君 
本日、臨時収入がありましたので、入れ

させていただきます。 

望月 完君 
久々に出席させて頂きました。歌の練習

をしたく思います。 

前田 博志君 今日はありがとう。 

川野 義春君 ありがとうございます。 

青松 英和君 
八朔相撲に参加の皆さんお疲れ様でし

た。 

橋詰 希望君 

ラッキー賞ありがとうございました。次女

の早百合が長女を出産し、孫が５人とな

りました。感謝しています。 

倉本 浩行君 
7 月 4 日コロナでした。ご迷惑お掛けしま

した。すみません 

両川 博之君 
昆虫食オケラを戴きました。ありがとうご

ざいます。 

小山 等会員 

先日は八朔相撲の準備と当日の例大祭

にご参加下さった皆様ありがとうござい

ました。 

次週のプログラム  ：９月１５日 「ガバナー公式訪問 上沢 広光 ガバナー」 

次々週のプログラム： ９ 月 ２ ２ 日  「 休 会 」 休 日 週  

          

ロータリーの友 9 月号の内容をお伝えします。来年の 1 月でロータリーの友が創刊７０周年を迎える

そうです。創刊の目的は日本が二つの地区に分割されることが決定、分割後も連絡を密にしようと、

共通の機関紙の創刊が企画された事からだそうです。『創刊１０周年を迎えて』の内容ではビールの

友というおつまみから思いつきロータリーの友に決めたそうで、みんなで大笑いしたそうです。創刊の

資金調達ついては企業からの広告を集めに苦労したとありました。 



 

    ロータリー奉仕デー 「八幡宮八朔相撲土俵作り」 
                                                      ２０２２年８月２８日 

 

               
 

 

                  
 

   
 

                


