
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．週報 

   佐久コスモス、丸子、上田東ＲＣ   

・来週 10 月 6 日（木）プログラム、飯綱山公園草刈りに変

更 草刈り機、鎌等ご持参下さい。 

【本日の配布物】  

週報 1547 号 

 

◆出席報告  渡辺 頼雄 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（9/8）     ＭＵ      ０ 名 ７５．００％ 

 

◆委員会報告     

 出席・プログラム委員会 青松 英和 委員長 

プログラム変更 

 ・10 月 6 日（木）「飯綱山公園草刈り」 

 ・10 月 27 日（(有)京都屋呉服店）「米山奨学生 卓話」 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．１６   渡辺 頼雄 君 

 

◆ニコボックス     前田 博志 委員 

 

加藤 輝男君 
今日は橋詰会員の自己小伝楽しみに

しております。 

渡辺 頼雄君 
誕生祝・ラッキーを頂きました。ありが

とうございます。 

小林 秋生君 

私の所で抱えています。サッカーチー

ム 

アルティスタ浅間が 6 年ぶりに優勝を

果たしました。カテゴリーは北信越フッ

トボール地域リーグ（長野、新潟、富

山、石川、福井の５県）全国で９リーグ

あります。１１月に全国決勝大会へ参

戦致します。 

掛川興太郎君 

９月の例会は毎回欠席させて頂きまし

た。お詫びにニコＢＯＸさせて頂きまし

た。 

 

  

 

◆点鐘 加藤 輝男 会長 

◆SAA 矢島 栄一 委員 

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー 

 

【会長挨拶】 加藤 輝男 会長  
第 3 回として池上 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」が役に立つかと言う事のお話をして行

きたいと思います。 

そもそも行動経済学とは何かと言うと経済は感情で動いて

いるとも言えるでしょう。 

つまり経済の動きが従来の経済学ですべて説明が出来る

なら行動経済学は生まれて来ませんでした。 

人間は常に合理的に判断して動くことを前提にしたのが従

来の経済学です。ところが実際にはしばしば非合理的な事や

無駄な事をするのが私達人間です。その為これまでの経済

学では説明のつかない事が沢山ありました。 

そこで人間の心理すなわち私達の心の働き方というものを

重視して経済の動きを読み解こうとするのが行動経済学で

す。 

現実の経済をうごかしているのは需要と供給又金融賃金

ばかりではありませ。 

人間の感情や心の動きもまた経済と言う生き物を作り出し

ている重要な要素となると言う事なのでしょうか。 

 

【幹事報告】 鴨下 直哉 幹事 
１．上沢広光ガバナーよりガバナー公式訪問礼状 

２．松本空港ロータリークラブより「第 32 回ＲＹＬＡ in Ｍ

atsumoto」報告書 

３．佐久コスモスロータリークラブより「第 5 回歩行ケア・市民

セミナー」参加について  

    日時 10 月 23 日（日）受付 12：15～ 

    場所 長野県立武道館 

     第 1 部開始 13：30～ 歩行計測と体操 

     第 2 部開始 15：00～ 講演会  

講師：Ｊリーグ第 5 代チェアマン村井 満氏 

                「スポーツで豊かな地域社会に」 

    参加希望の方は 10 月 6 日（木）までに事務局へ 

４．クラブ計画書 

   軽井沢ＲＣ 

５．例会変更 

佐久コスモスＲＣ １０月１０日（月） 定刻受付なし 

 １０月２４日（月） 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．１５４８  令和４年９月２９日 
 

2022～2023 年度 

国際ロータリーのテーマ 



 

【本日のプログラム】 「自己小伝Ⅱ」 橋詰 希望 会員 

  

  

まず近しい人が突然死んでいくことに直面し自分もいつかその時が来ることを知りました。それは 2 年前の１１月、 

１０歳年上の姉が心筋梗塞で急死しました。私は父をがんで 2 歳半の時亡くし姉は母代わりに私を面倒見てくれま 

した。私の家には血涙という、父のことを書いた遺稿集があります。幼くして父を亡くし、父親のことをよく知らない 

私のために、父の日記や、父の教え子や知人が文章を書いてくれたものをまとめたものです。父が亡くなった２年 

後の昭和２６年に作成されました。７０年も前の本です。原本が２冊ありました 

姉はその本を同じ形で復刻させたいと異常にこだわり、あとがきまで書きましたが発刊を目の前にして亡くなりま 

した。お世話になった方々に差し上げましたら、小諸新聞にも取り上げていただきました。長野中央図書館から 2 部 

寄贈してほしいと電話が入り寄贈しました。私は苦労して私を育ててくれた母と面倒を見てくれた姉に感謝しています。 

父には私を今まで丈夫に見守ってくれたことを感謝しています。 

  私がロータリークラブを知ったのは、小諸東急デパートに買い物に行くと５階の中華レストランで、今のロータリー 

ソングが聞こえてきました。デパートで歌声が聞こえるなんてどんな人が歌っているのだろうと思っておりましたが、 

ロータリークラブという奉仕団体で小諸の経済をけん引している経営者たちの集まりだと知りました。当時私は３２歳 

ぐらいでしたが、まず自分が任された営業所を軌道に乗せることが最優先でしたしロータリークラブなぞ無縁のもの 

と思っておりました。 

保険会社の仕事も順調に拡大し、いろいろな場所での会合や飲食の時、私や私の家族のことを知っていてくださ 

る方がたくさんいて、ロータリーに誘われることが多くなりました。 

小諸クラブの金光堂の栗林社長さんが熱心に会社に来て誘っていただきましたが、同時に小山盛夫さんや関勝 

さんや山崎進さんなど私の年齢に近い方も熱心に誘っていただき、小諸か小諸浅間か相当悩みました。金光堂の 

栗林さんに意を決して小諸浅間に入りたいと言いましたら、同じロータリアンになってくれるならそれでいいよと言っ 

てくれました。 

ロータリークラブに入会するには推薦人かつ身元保証人となるスポンサーが２名必要でした。スポンサーは K さん 

と S さんがなってくれましたが、私が失態をしたらお二人に迷惑をかけると思い、まじめに例会に出席することはもちろ 

ん、指示されることはすべて出来不出来は別として、一生懸命やりました。 

当時は出席率１００パーセントを達成すべく、都合により欠席する場合は前後２週間の間に他のクラブに出席しメイク 

 アップをする必要がありました。近くて知人が多い小諸クラブが便利でしたが、他クラブの勉強のため盛装して夏の軽井 

沢クラブにもお邪魔しました。東京の財界人が避暑に来ている間、軽井沢クラブに出席してメイクアップをしているので、

そうそうたる方々がお見えになっていました。 

わがクラブでも例会に欠席した場合、他のクラブにメイクアップして、他クラブの雰囲気や例会のやり方を見たり感じ 

たりしてくることも必要だと思います。 

前田 博志君 橋詰さん、楽しみにしています。 

小池平一郎君 

来週の草刈り参加出来ませんので今日

ニコＢＯＸさせて頂きます。第 1 週木曜日

は県の歯科医師会の理事会ですので申

し訳ありません。 

橋詰 希望君 今日、自己小伝させて頂きます。 

両川 博之君 
来週のプログラムは飯綱山公園草刈り

です。沢山のご参加お願いします。 

小山 等君 
結婚記念のお花をありがとうございま

す。 

私の自己小伝は 2 回目で、１回目が３１年前の平成 3 年のことでした。当時私の自己小

伝を聞いてくださった方は今のメンバーではチャーターメンバーの方ぐらいでほとんどの方

が初めてだと思います。当時の会報を事務局掛川さんにお願いしたところ会報のコピーを

いただきました。平成３年８月６日の１６９回例会でした。時間のある方はあとで読んでいた

だければ幸いです。 



第１回目の自己小伝でミヤンマーの話をしたところ翌年に国際奉仕委員長を仰せつかりました。国際大会には何回 

か皆さんを誘って参加しました。実際には登録料や宿泊ホテルの代金がとても高いので１週間ぐらいずらして雰囲気 

だけを味わえる時に旅行しました。平成４年１９９３年にはオーストラリアのメルボルン、その後フランスのニース、アメ 

リカのニューオリンズにも行きました。ニューオリンズでは 娘がその時カナダでホームステイしており、お世話になっ 

ている家族にお会いしてから、ニューオリンズに後から合流したのですが、着いた翌日にカナダの娘やその家族の大事 

な写真をカメラごと盗まれてしまい大失敗をしました。 

ミヤンマーには父が終戦で捕虜になったときに命を助けてくれたビルマ人の家族との交流で５０年前の２０歳の時から 

２０回以上旅行しました。メンバーだった KS さん SM さんガバナー補佐をされた S さんの奥様、KK さん MK さん、Y 自 

動車の Y さん、N 製作所の M さん、メンバーの AK さん、丸子クラブの元会長 S さんなど延べ１００人以上お連れして、 

観光や孤児院など訪問しました。特に KS さんは６回ぐらいご一緒したと思います。 

ミヤンマーは毎年モンスーンの被害が出ているのですが、１５年ぐらい前のモンスーンの被害が大きかった時には、 

ロータリーの皆様方の寄付をいただき届けました。２年に１回のペースで訪れていましたが２年前の軍部のクーデター 

により、現在は行くことができませんが、毎日おはようのメッセージがラインで送られてくるので、安否は確認できてい 

ます。 

仕事について振り返ってみると 

昭和 48 年に大東京火災に入社して名古屋、福井、長野と転勤し長野支店時代、小諸事務所が業績不振で、だれ 

かよい人材がいないか探せという命令がありました。どうせこの後も小さな店を任されて、日本全国転勤していくのな 

ら、この際生まれ故郷の小諸で働かせてもらえないかと申し出しました。小諸は地区事務所という転勤のない地域限 

定社員の店だったので、転勤族であった内勤社員という立場をいったん退職して、地域限定社員になりました。給料 

体系が違うのでした。 

それから時代もまだ成長していましたので業績もよくなり、４２歳の時ロータリークラブに入会させていただきました。 

その後、保険会社は単独では生きられない時代となり合併の時代となりました。５２歳の時に会社は千代田火災と合併 

して新会社となり、私の小諸支社は上田支社と統合になり、社員として戻れと言われましたが、５０過ぎてまた転勤をし 

たくないので会社都合として退職し代理店として独立したものです。 

独立時には小諸グランドキャッスルホテル、のぞみの間で当クラブのメンバー全員をお呼びして総勢 100 名もの参加 

者により独立を祝う会をしていただきました。発起人として会社関係はもちろん小林忠治元県会議員、甘利医院の甘利 

秀夫さん、ロータリーでは小山盛夫さん、司会は今を時めくのぞみグループ代表の甘利庸子さん。ロータリーの仲間の 

アイクの関勝さんがすべてをコーディネイトして分単位の進行をしてくれました。2 次会は鹿島町にありましたパブアキラ 

を貸し切りマスターの演奏で皆喜んでいただきました。このように私は素晴らしい方々の応援をいただき今があります。 

代理店として２０年たち、のぞみ保険事務所の存続のために後継者を模索しましたがうまくいかず、大切なお客様 

を守るべく、あいおいニッセイ同和の保険会社の直営代理店を佐久に出店してもらい 2 年前からまた一社員として働い 

ております。 

飛行機でいえば着陸態勢に入ってソフトランディングを目指しているところです。うまく着陸して残りの人生を楽しむ 

ことができればと思います。 

入社した大東京火災の当時の社是が、「自己を律するには厳正責任、人と接するには誠実親切、仕事に臨んでは 

創意積極」、でありました。ロータリーの精神にも通じるような気なします。 

家族は現在長男は東京、長女は１０月から鎌倉、次女はシンガポールでそれぞれ孫が生まれ５人の孫のおじいち 

ゃんです。福井支店時代結婚した家内とは、２年後に福井県敦賀まで伸びる北陸新幹線で、懐かしい福井や金沢を 

ゆっくり旅して嫁さん孝行をしたいと考えています。 

ご清聴ありがとうございました。 

   
次週のプログラム  ：１０月６日 「飯綱山公園草刈り」 

次々週のプログラム： １ ０ 月 １ ３ 日  「 休 会 （ 法 定 休 日 週 ） 」  

 


