
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ助かったのか、それは救命ボートに繋がれた 1 本の 

ロープの最後の所のこぶがありそのこぶが手の握りこぶ 

しの所に引っ掛かり一命を取り止めたそうです。辛坊さん 

はその時は本当にこれで終わりかと思ったそうです。頭に 

浮かんだ事は妻の顔だそうです。やはり身近にいる妻を 

愛していたのでしょうか。 

 地区大会は閉会となり 4 名で頑張って参りました。これ 

も良い経験となりました。 

 

【幹事報告】 鴨下 直哉 幹事 
１．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート変更に

ついて 

  11 月より 1 ドル＝148 円（現行 145 円）に変更 

２．上沢広光ガバナーより「地区大会」礼状 

３．上沢広光ガバナーより地区職業奉仕セミナーについて 

  日時   11 月 27 日（日）13：00～16：00 

  開催方法 会場対面とオンラインのハイブリッド形式 

  場所   ホテルメトロポリタン長野（長野市南石堂町） 

  内容   長野県知事 阿部守一氏及びプラチナ構想

ネットワーク会長小宮山宏氏の講演・パネル

ディスカッション 

  会長・幹事・各クラブ役員・職業奉仕担当・ロータリー経 

験の浅い方・異業種も情報に関心のある方 

４．東信第一グループ羽毛田 匡次期ガバナー補佐より 

次期会長・幹事会開催について 

  日時 12 月 1 日（木）18：30～ 

  会場 佐久グランドホテル 

５．佐久コスモスロータリークラブより「ロータリー奉仕デ

ー・第 5 回歩行ケア市民セミナー」参加礼状 

６．小諸青年会議所より忘年会案内 

  日時 12 月 3 日（土）18：30～ 

  会場 日本料理音羽 

７．例会変更 

軽井沢ＲＣ １１月２８日（月） 例会場変更 

ﾎﾃﾙ鹿島ノ森 

佐久コスモスＲＣ １１月２１日（月） 定刻受付なし 

 １２月１９日（月） 定刻受付なし 

 １２月２６日（月） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ １１月９日（水） 定刻受付なし 

 １１月２３日（水） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ １１月１０日（木） ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付なし 

 １１月１７日（木） ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付なし 

 １１月２４日（木） ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付なし 

【本日の配布物】  

週報 1551 号、ガバナー月信 11 月号、理事会報告 

  

◆点鐘 加藤 輝男 会長 

◆SAA 小山 等 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代・誕生日 

 

◆誕 生 祝 
 掛川興太郎会員・黒澤明男会員・小山 等会員 

倉本浩行会員 

◆結 婚 祝 
小林秋生会員 泰子夫人 

  美齊津明会員 寿美江夫人 

  望月 完会員  さち子夫人 

◆皆 勤 祝 
  小林秋生会員 ⑱ 

 

【会長挨拶】 加藤 輝男 会長 
 皆様ご苦労様です。今日は職場訪問として自動車解体

業・リサイクル販売をしております㈱スリーアール長野にお

世話になります。この後ゆっくり見学して頂きたいと思いま

す。 

 先週、国際ロータリー第 2600 地区の地区大会が千曲市

で行われ、5 日（土）は私と小林秋生会員の 2 名で出席、午

後 3 時から始まり各ガバナーの紹介・挨拶と 5 時 30 分ま

で行われ、6 時から懇親会が上山田温泉のホテルで盛大

に行われました。昔、懐かしい芸者さん・コンパニオンと 10

名位お酌から始まり芸子さんの昔ながらの遊びをロータリ

ーの会員の皆様と舞台の上で披露して頂き、大変盛り上

がった宴会となりました。私も二次会に誘われちょっぴり飲

み過ぎの感じでしたが 6 日は朝 8 時から地区大会でしたの

でほどほどでホテルに戻りました。 

 6日（日）は私と小林秋生会員、黒澤明男会員、小池平一

郎会員の 4 名で地区大会に参加致しました。会場も大きい

所でした、総会員が 700～800 名位参加したと思います。 

 午前９時 30 分から大会が始まりました。上沢広光ガバナ

ーの挨拶から始まり米山奨学生のお礼の言葉と言います

か自分達はロータリアンの皆様方からいろいろ援助を受け 

日本にやって来て、皆様方に助けて頂いてここまで来まし

た。今後は日本の企業に就職して是非皆様方に恩返しを

したいと本当に感謝を持って言っていました。ですから私

達も出来るだけ援助を続けてゆこうと決心させられました。 

最後は講演会に移り、ニュースキャスター・解説者として活 

躍されている辛坊治郎さんの講演で太平洋横断の物語を 

話されました。第 1 回太平洋横断の時は難無く無事往復 

出来た事、2 回目の横断の時は太平洋で何か大きな物体 

と衝突し船が沈没した時の話を明細に話してくれました。 

 

 

 

◆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．１５５２  令和４年１１月１０日 
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◆ニコボックス     小林 秋生 委員 

  

【本日のプログラム】 「職場訪問」 ㈱スリーアール長野       奉仕プロジェクト委員会 

 

      
 

                              

次週のプログラム：  

１１月１７日 「そば夜間例会」 

次々週のプログラム：  

１ １ 月 ２ ４ 日  「 休 会 （ 休 日 週 」  

          

◆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     １２名 

             事前 MU    １名 ６０．００％ 

前々回（10/20）   ＭＵ      ０ 名 ７５．００％ 

 

◆ラッキー賞     

   青松 英和 君 

 

小林 秋生君 

今日は職場例会です。鴨下さんよろしく

お願いします。今日は誕生祝・結婚祝・

皆勤祝とハットトリックのお祝いを戴き

ました。さらに励みたいと思います。 

小山 等君 

本日は鴨下会員の会社を見学出来ると

いう事でとても楽しみにしています。よ

ろしくお願いします。 

橋詰 希望君 
本日はスリーアール長野さんにお世話

になります。 

両川 博之君 
職場例会、鴨下さんよろしくお願いしま

す。 

望月 完君 

スリーアール長野さんにはいつもお世

話になっております。今後もどうぞよろ

しくお願いします。 

矢島 栄一君 鴨下さん、今日はお世話になります。 

加藤 輝男君 

皆様ご苦労様です。今日は職場訪問で

す。車の解体の事など良く勉強して行き

たい思います。 

鴨下 直哉君 本日はよろしくお願い致します。 

青松 英和君 

スリーアール長野での職場訪問です。鴨

下さん並びに会社の皆さんの準備努力

に感謝致します。 

川野 義春君 

スリーアール長野さんの会社見学 2 度目

になりましが社内に清潔感が常に感じら

れとても気持ち良いです。今日はありが

とうございました。 

掛川興太郎君 
職場例会遅くなりました。誕生祝ありがと

うございました。 

小池平一郎君 
スリーアール長野、鴨下さんお世話にな

ります。 

 


