
◆点鐘 前田 博志 会長

◆SAA 清水 泰男 委員

◆ソング 君が代、誕生日のうた

◆皆勤祝 中河 邦忠会員（17 回

黒澤 明男会員（12 回

清水 良英会員（ 2 回

【会長挨拶】 前田 博志会長

20 年間、ほぼ一貫

番若かった私が、

仰せつかる事になりました

で可愛がっていただいたご

精いっぱいさせて

３月１１日、私たちは

災害を受けました。地震

ですが、原発は明らかに人災です

迎えたばかりの私にとって、今までの

された様な気がしました。それはあたかも

代の敗戦と重なって見えます。

であったらと何度思ったかしれません

原発は未だに収束さえしていない

海の彼方に、行方不明者８千人

られない状況が続いています。あれだけの

ったのだから、以前と全く同じ様

でいけるはずがないと思っています

そういう状況で、一年間を小諸浅間

ラブの会長として腹を据えて進んでいきたいと

ています。

まず、内に向かって。

充実した楽しい一年間を過ごしていきましょう

欠席して損をした、という様なエネルギッシュな

会を５０回やりたい。それにはプログラムが

担当委員長と充実のプログラムを

クラブのホームぺージも立ち上

ます。会員数の自然減が進んでいます

増強委員長と共に会員増を狙っています

予算が厳しくなっています。全てを

減を目指していきます。

次に、外に向かって。

ＲＩ会長は今年度テーマを「心

博愛を広げる為に」、これを受けて

は「博愛は心の中に、あなたがロータリーです
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【幹事報告】 渡辺 頼雄
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の精神をもって、ロータリーの

！」と目標を定めました。私自身

る広告塔にしたいと思っていま

しくお願い致します。素晴らしい

。どうか私に力を貸して下さい。

頼雄幹事

ガバナーより礼状
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◆ラッキー賞

No.16 若林 正忠君

◆ニコ BOX 神津委員

渡辺 頼雄君 早退します。

神津 恭道君
7 月のニコ BOX
よろしくお願いいたします

清水 泰男君 ニコ BOX よろしくお

若林 正忠君 ラッキー賞ありがとうございます

青松 英和君
前年度役員の皆様
前田新会長若い
努めてください。

渡辺 文夫君
風邪を引いて 2
体に気を付けます

黒澤 明男君
「暖かい」ご協力
賞ありがとうございます

橋詰 希望君
前田年度スタートのお
新しい名札を間に
とう

前田 博志君
1 年間お世話になります
よろしくお願い致

清水 良英君 皆勤賞ありがとうございます

中河 邦忠君
前田年度の祝福
回欠席のお詫び

【プログラム】 新年度の抱負

副会長 黒澤 明男

橋詰前会長・矢島前幹事そして

度役員・理事の皆様ご苦労様でした

今年度は前田会長の下、渡辺幹事

と協力して前田会長をしっかりと

て活動したいと思っております。

間ご指導よろしくお願い致します

前田会長におかれましては例会欠席

いようお願いします。

会員増強委員会 神津 恭通
1. 会員増強、退会防止委員会、委員

会名を会員増強とすることに変更
（H23.6.21 理事会で決定）

2. 委員の予定でありました小林政
美委員が 6 月末退会

3. 6 月最後の例会で桑原委員から
告がありました。綿貫ガバナー
増が 30 人とのこと

4. 小林秋生前年度委員長より、継続中
補者 2 人含めて、4 人以上を目標

当クラブは会員数が急激に減少
ー活動を継続させるために会員増強
題である。

当番です。
いいたします。

よろしくお願いします。

ありがとうございます。

皆様お疲れ様でした。
い感性でクラブ運営に

2 回お休みしました。身
けます。

協力をお願いします。皆勤
ありがとうございます。

スタートのお祝
に合わせて頂きありが

になります。
致します。

ありがとうございます。

祝福。皆勤賞。来週から 2
。

そして前年

でした。

渡辺幹事

をしっかりと支え

１年

します。

例会欠席を絶対しな

委員
変更

小林政

から報
ガバナー年度中会員の実

継続中の入会候
目標とする。

減少している。ロータリ
会員増強が最重要課

クラブ広報・情報委員会
今年度は渡辺文夫委員

委員と３名で運営して
よろしくお願いします

クラブ広報はロータリーの
外部に知っていただくことです
タリーの社会奉仕活動
動など、その成果を世間
要です。
そのために、ホームページの
ィアその他の利用が
ロータリークラブの存在感
ータリー活動をより根強
います。

クラブ情報としては
いうことで上部機関からの
に関すること、例会の
話を残すことも重要だと
がその役目でもあり、
のにしていきたいと思

また、「ロータリーの
ークラブの方針・活動内容
であり、引き続き行っていきます
どうかみなさんのご協力

＜活動内容＞
1. クラブ会報の発行

・会報のスタイルや
充実した内容を目指
・他クラブとの会報交換

2. 「ロータリーの友」の
・毎月第２例会で内容紹介
行います。

3. 情報活動
・ホームページについて
を行います。
・ローカルメディアとの
報活動に努めます

クラブ運営委員会 清水
当委員会では､会場

BOX,会計の四部門を
会場とニコ BOX につきましては

名の委員が 1 ヶ月づつの
担当します。

一番力の入るのが
月の納涼例会､12 月
親睦旅行等､綿密な計画
ます。
（会計は別にして、）会場
の活動の共通のキーワードは
ろしくお願いします。

情報委員会 矢 島 栄 一
渡辺文夫委員、清水良英

して参りますので、
いします。
はロータリーの活動を

っていただくことです。ロー
社会奉仕活動、地域貢献を目的とした活

世間に知らせていくことが必

ホームページの立ち上げや地元メデ
が必要になってきます。世間に
存在感を高めることで今後のロ
根強いものにしていきたいと思

としては、会員向けの情報の提供と
からの伝達や会員相互の親睦
の記録も必要です。有益な卓
だと思います。とりあえず会報
、何とか楽しいもの、役立つも
思います。

ロータリーの友」の内容紹介は、ロータリ
活動内容を理解するうえで必要

っていきます。
協力をお願いいたします。

のスタイルや作成方法などを見直し、より
目指します。

会報交換により視野を広げます。
の内容紹介
内容紹介を行い、購読推奨を

・ホームページについて立ち上げや内容の検討

・ローカルメディアとの交流を図り、効果的な広
めます。

清水 泰男
会場､親睦､二コ

を担当します。
につきましては､9
づつの当番制で

るのが親睦ですが､8
月のクリスマス会、それに家族

計画を立てて行きたいと思い

会場､親睦､二コ BOX の三つ
のキーワードは『より楽しく』です。よ



主席・プログラム委員会 若林
出席率 100％強調しすぎることなく

ラブ全活動に各委員が積極的に
することによりクラブの活性化と友情
親睦が得られると思います。

プログラムは年間 24 回に卓話
回日がございます。
会長・幹事・各委員会とも連絡を
ログラムを組んでまいります。1 年間宜
します。

奉仕プロジェクト委員会 小林 秋生
先ず、クラブ奉仕、それから職業奉

仕、社会奉仕、環境保全、新世代
活動と、その名の通りプロジェクト
がいっぱいあります。

奉仕活動は、何れを考えてもロー
タリーのイデオロギーに直結する
でありますから、何とかしっかりやっていかなけれ
ばなりません。しかし委員は 3 名
清水前委員長のご感想通り、不安
も感じております。

私は今期、会員増強委員でもありますが
基盤の増強も、先ずは一番に必要
す。

従来行われてきた奉仕活動を踏襲
たクラブカラーの出る取組型の奉仕活
あると考えます。

もしも、取り組んだ活動の中から
ミュニケが生まれないとも限りません
状から、何が出来るのか、研究を
して行きたいと考えております。

委員は 3 名ですが、会長、幹事
なります。会員全員を考えれば 20
様のご協力をよろしくお願い致します

【出席報告】 若林 正忠委員

会員数

本 日 ７月 ５日

前 々 回 ６月２１日

正忠
しすぎることなく、ク

に参加
友情、

卓話の例

を密にし魅力あるプ
年間宜しくお願い

秋生
職業奉

新世代
りプロジェクト

えてもロー
する活動

とかしっかりやっていかなけれ
名しかおりません。

不安と戸惑いを、私

でもありますが、会員
必要であると思いま

踏襲しながら、ま
奉仕活動も必要で

から、会員増強のコ
りません。今のこの現

を含めて、前進を

幹事を含めると 5 名に
20 名以上です。皆

します。

ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学会委員会
ロータリー財団の

標を会員の皆さんに
ご協力を賜り目標を達成
1. 年次プログラム基金

促進する。 「毎年
ドル」により、1 人平均
上の寄付目標の達成

2. ポール・ハリス・フェロー
ハリス・フェローの

3. 2013-14 年度から
の夢計画」（六つの
検討と準備をする。
米山の寄付金が年

い運営状況が続いているとの
そこで、各クラブの米山委員会
付増進を図ることだそうです
て）第 2600 地区の寄付目標
① 1 人年平均 20,000

目標を達成する
② 米山功労賞、米山功労法人

各クラブ 1 名以上
会員の皆様に深いご
力をお願いする。
国際大会の参加
2012 年 5 月 6 日（日
会参加の依頼。
以上、掲げた事業を
ロータリーの標語であります
最も多く報いられる｡」
バリます。
皆様の温かいが支援

会員数 出席 M・U 欠席

23 21 事前（1）

24 22 事後（1）

米山記念奨学会委員会 中河 邦忠
の地区の方針・目

さんに伝えご理解と
達成する。

基金への参加を
毎年あなたも 100
人平均 100 ドル以

達成（月 1,000 円目標）
ポール・ハリス・フェロー、マルチプル・ポール・
ハリス・フェローの誕生をお願いをする。

から始まるロータリー財.団「未来
つの重点分野）の支援について、

。
年々減少している為、大変厳し

いているとの説明がありました。
米山委員会の最大の任務は寄

ることだそうです。（地区協議会に於い
寄付目標を達成する。

20,000 円（月 2,000 円目標）の寄付
する。

米山功労法人、遺言寄付者の
名以上を促進する。

いご理解を賜り、寄付増進に協

日）～9 日（水）バンコク国際大

を推進してまいります。
であります「最もよく奉仕する者、

｡」を基本に据えて一年間ガン

支援をお願いいたします。

出席率

91.30％

修正 95.83％


