
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．日本ユネスコ協会より「書き損じハガキ・キャンペーン」

について 

   書き損じハガキ回収お願い 

５．年賀状 

   小諸青年会議所・オクトン・ＰＳ代行ドライビングサー

ビス 

６．例会変更 

軽井沢ＲＣ １月３０日（月） 定刻受付あり 

 ２月２７日（月） 定刻受付あり 

佐久コスモスＲＣ ２月１３日（月） 定刻受付なし 

 ２月２０日（月） 定刻受付なし 

上田ＲＣ ２月２０日（月） 定刻受付なし 

 ３月２０日（月） 定刻受付なし 

上田六文銭ＲＣ ２月１４日（火） 定刻受付なし 

 ２月２１日（火） 定刻受付なし 

 ３月２１日（火） 定刻受付なし 

佐久ＲＣ 1 月２６日（木） 定刻受付なし 

上田西ＲＣ ２月１６日（木） 定刻受付なし 

 ２月２３日（木） 定刻受付なし 

７．週報 

  小諸、佐久、千曲川、丸子、上田西ＲＣ 

８．㈱アイクより小諸新聞 

・例会終了後理事会 

・来週１月２６日（木）新年会（夜間例会）日本料理音羽 

 ６時より 

【本日の配布物】 

 週報１５５７号、ガバナー月信 1 月号、ロータリーの友 

 1 月号 
 

◆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％ 

前々回（12/15）   ＭＵ       ０ 名 ７０．００％ 
 

◆委員会報告     

クラブ運営委員会 小山 等 委員長 

１月２６日（木）新年会（夜間例会）日本料理音羽 ６時～ 
 

◆ラッキー賞     

 ＮＯ．１５    矢島 栄一 君 

 

                                     

◆点鐘 加藤 輝男 会長 

◆SAA 矢島 栄一 委員 

◆ソング 君が代・誕生日の歌 

 

◆結 婚 祝 
  中込 裕幸会員・幸子夫人 

 

◆皆 勤 祝 
  小山 等会員 2 回 

 

【会長挨拶】 加藤 輝男 会長 
 皆さん、明けましておめでとうございます。今年初めての例会

ですが皆様方と会えてこの一年無事何事も無く計画通り過ご

せれば本当に有難いなと思っております。 

 昨年もコロナから始まり安部総理大臣の事件とか色々な事

が有りました。特に阿部総理大臣の事件もあの事で一つの宗

教団体が浮かび上がって参りました。この宗教団体、人の幸

せを考えるのではなく信者からどの様にしたら多額の現金・資

産を多く集められるのか、その様な考えを持った一つの団体だ

と思います。ですから、人の不幸はどうでも良い。団体にお金

が集まればと言う間違いのある心の寂しい信者の集まりでは

ないでしょうか。そこに政治家が関与していたと言う、前代未聞

の事件だと思います。 

 ですから、あの信者にこのロータリークラブの様な奉仕の心

があったならばこの様な事件も起こらないし、宗教団体いろい

ろ団体が在りますが自分達の正しい思想が描けなかったので

はないでしょうか。 

 私もこの小諸浅間ロータリークラブに入会させて頂いた事、

誇りを持って奉仕の心を忘れずこの下半期頑張ってやって行

きたいと思っております。 

 

【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 

  1 月より 1 ドル＝132 円（現行 138 円）に変更 

２．上沢広光ガバナーより「職業奉仕委員会」開催に 

ついて 

   日時 1 月 21 日（土）会議 15：00～17：00  

懇親会 18：00～ 

   場所 上山田ホテル 

３．白馬ロータリークラブより第 33 回「国際ロータリー交換学

生スキーの集い」について 

   日時 3 月 23 日（木）～24 日（金） 

   場所 スキーの集い 白馬岩岳スノーフィールド 

      例会・交流会・懇親会 白馬東急ホテル 

 

◆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．１５５８  令和５年１月１９日 
 

2022～2023 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 

 

次週のプログラム：  

１月２６日 「新年会（夜間例会）」  

次々週のプログラム：  

２ 月 ２ 日  「 自 己 小 伝 Ⅱ」 青 松 英 和 会 員  



◆ニコボックス  小山 等 委員長     

 

加藤 輝男君 

遅れて申し訳ありませんでした。小

諸の市議会議員の選挙が始まって

おります。ぜひ小諸市がよくなる様

なやり方、よくなる様な進め方色々

あると思いますが全国にも有名な小

諸市にして頂きたいと思います。 

鴨下 直哉君 
明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。 

前田 博志君 今年もよろしくお願い致します。 

掛川興太郎君 
新年あけましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願い致します。 

黒澤 明男君 本年度もよろしくお願いします。 

橋詰 希望君 

長男に 3 人目の子供ができて昨日

男の子だと分かり、本当に嬉しい日

でした。 

青松 英和君 

年初め第一回目のラッキー賞に当

たりました。いろいろ見通しの尽きづ

らい一年ですが何とか良い年になり

ますように！！ 

 

【本日のプログラム】  「新年の抱負」    

  

  
    これも皆様方のアドバイスとか指導を受け、この下半期やってゆこうと考えております。今年はうさぎ年、あまり最初か 

   らペースを上げずマイペースを保ちながら小諸浅間ロータリークラブの皆様と力を合わせ、この広い草原を初夢の様な 

   気持ちで走り抜いていければと考えておりますので、今年もどうぞよろしくお願い致します。 

   

  朝倉 俊次 副会長 

    残り半年、加藤会長を少しでも支えられるよう頑張りますのでよろしくお願いします。 

      

    
先輩方々 を始め会員皆様のご指導と積極的なご協力により充実した活動ができたと思います。下期の 掛替えの 

ない時間をクラブにそして自分に上期の経験を活かし頑張って努めて参ります。会員皆様のご指導ご協力をお願い申 

し上げます。 

 

加藤 輝男 会長 

 上半期が終わり、今年から下半期が始まろうとしております。私にとってこの下半期も初めての

事でいろいろ考えさせられる事、これから会長がやらなければいけない仕事も沢山あるのではな

いかなと不安に思う事も多々あるのかなと思っています。 

 でも、この役職を逃げるという事ではなく、どちらかと言えば前向きに明るくなる様なやり方で仕

事を進めていけば必ず良くなっていくのではないかなと考えてやって行きたいと思っております。 

鴨下 直哉 幹事 

 あけましておめでとうございます。新春を迎えご家族皆様には健やかな お正月をお過ごしになら

れた事とお慶び申し上げます。会員皆様には新たな年にそれぞれの思いを胸に期しておられる事

と思います。昨年の社会経済面では低迷続きの年となりましたが、今年こそは景気興隆の時となり 

 ます事を願っています。 

望月 完君 

今年も一年間どうぞよろしくお願いしま

す。うさぎのようにピョンピョンと元気よく

過ごせたらと思います。 

小山 等君 

今年はうさぎのように飛び跳ねられる様

にミンチ肉にならない様に頑張りたいと

思います。 

川野 義春君 

新年おめでとうございます。新年のスター

トに黒澤明男さんから欠席された会員さ

んの食事の一部を分けて頂き、良き一年

のスタートが出来るのでは？と思いまし

た。掛川会員様から昔、中国からうさぎ

の肉を購入した事があるとのお話から私

の幼少期によくツルヤさんでうさぎの肉を

購入させて頂いた事を思いだし、懐かしく

思えました。本年もよろしくお願いします。 

矢島 栄一君 
今年 3 月に古希を迎えます。健康に気を

付けて過ごしたいと思います。 

小池平一郎君 社会奉仕の為早退します。 

 


