
◆点鐘 前田 博志 会長
◆SAA 橋詰 希望 委員
◆ソング 君が代 誕生日の歌

【会長挨拶】 前田 博志会長

会長に就任して、一ケ月が過ぎました。少し歯

車が回りだした感じがしてホッとしています。激動

の時代です。私たちそれぞれの企業は、日々試練

の連続です。安寧は許されない時代に突入してい

ます。特に製造業に至っては、壊しては作り、それ

を成熟させて、その頃には既に過当競争に入って

いて、更に壊す、という連続だと聞いています。

その波の中にあって、ロータリーという組織は、

全く変化しないで、今日に至っています。

変化をしなければ生き残っていけない、と思い

ます。でも誰も真剣にそのことを考えている人はい

ません。誰かが真剣にロータリーの事を考えていく

べきだ、と思います。

それが、地区にあってはガバナーであり、地域

にあってはガバナー補佐であり、クラブにあっては

会長の役割だと思います。会長に就任して、毎日

ロータリーの事ばかりを考えています。旧弊を打

破して、何かを変えていきたいと思っています。

でも、その何かを変えるという作業はとても大変

なことであることを、就任してたった一カ月なのに

既に身を持って知りました。２３名の会員全てに心

から許される改革はありません。誰かが反対の意

見を持つでしょうし、痛みを伴います。

例えば、数年前、渡辺会長の時、お許しを頂い

て、このクラブを分煙にしました。当時、幾多の

方々から、禁煙にしたらクラブを辞めてやる、と言

われました。あれから９年がたって、どうでしょう。

今年度は清水委員長のもと、クラブは全面禁煙に

なりました。３人いた喫煙者の筆頭であったＫさん

は、とうとう禁煙宣言をし、クラブにはもう２人しか

喫煙者がいません。

この様に、改革は歴史に耐えるものでなければ

なりません。ただ、それが本当にそうなのかは、今

の私たちにはよく分かりません。一つでも少しでも、

正しく変えていきたいと思っています。その方向性

をとらえて、小山さんから先日ある要望が出ました。

小さな事ですが、なるほどと思いました。

良いも悪いもこの１年間は全て会長である私の

責任だと思っています。楽しく充実した１年間にど

うしてもしたい、その強い思いがあります。若林プ

ログラム委員長にご承諾を頂いて、１０月第１週の

例会に、皆でロータリーについて語り合いたいと思

います。ニコボックスのこと、そして、会費のこと、

会員増強のこと、みんなで腹を割って話してみた

いと思っています。どうか楽しみに、そして意欲を

持ってその日を迎えて頂きたいと願っています。記

憶にある限りそういう日は今まで一度もありません。

たまにはそういう日があってもいいですよね。青っ

ぽい事をやります。宜しくお願い致します。

【幹事報告】 小山 盛夫幹事代理

1. 都筑ガバナーより

・ロータリー財団 地区補助金の申請について

①東日本大震災の被災地に対する救護プロジ

ェクト：上限を定めない

②一般人道的なプロジェクト：2,500ＵＳ＄

締切 10 月末日

・8 月 7 日（日）14:00～14:55 ＳＢＣラジオ放送

国連軍縮会議 IN 松本 開催記念特別番組

「平和を考えよう」に都筑ガバナーが出演

2. 第 17 回全日本ロータリークラブ

親睦合唱祭について

日時 2012 年 5 月 19 日（土）

会場 横浜みなとみらいホール団・

3. 蓼科ＲＣ・佐久コスモスＲＣよりクラブ計画書

◆例会日/週火曜日 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 2 階

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2011-2012 役員

◆会 長 / 前田 博志 ◆副 会 長 / 黒澤 明男
◆幹 事 / 渡辺 頼雄 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一
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4. 例会変更

佐久コスモスＲＣ

8 月 8 日（月）納涼例会の為 定刻受付あり

8 月 15 日（月）定款による休会 定刻受付なし

上田ＲＣ

8 月 15 日（月）定款による休会 定刻受付なし

8 月 22 日（月）納涼例会の為 定刻受付あり

蓼科ＲＣ

8 月 17 日（水）夜間例会の為 定刻受付なし

佐久ＲＣ

8 月 4 日（木）納涼例会の為 定刻受付あり

例会終了後理事会

・8 月 9 日（火）納涼夜間例会 18 時より

イタリアンレストラン「ピットーレ」

・8 月 16 日（火）定款による休会

本日の配布物

週報 1102 号、

ガバナー月信 2 号

綿貫ガバナー月信 13 号

◆【委員会報告】

クラブ運営委員会 清水 泰男委員

納涼夜間例会について

◆誕生日祝い

小池 平一郎 君

S21.08.0１

渡 辺 頼 雄 君

S13.8.20

◆ラッキー賞

NO.???? 掛川 興太郎 君

◆ニコ BOX 黒澤 明男委員長

青松英和君
父の新盆見舞いはお気遣いなく
お願い致します。

神津恭通君
会員増強月間で後ほどお願い
の話しをさせて頂きます。

小池平一郎君
誕生祝いありがとうございます。
６５歳定年です。

前田博志君
来週の夜間例会よろしくお願い
します。

小山盛夫君

我がクラブ、喫煙者が居なくな
ったとか。淋しいことだ。禁煙運
動右にならえ、なんておかしな
ことです。

黒澤明男君
今月のニコBOX担当です。ご協
力お願いします。

掛川興太郎君
ラッキー賞ありがとうございまし
た。

◆【プログラム】

「会員増強について」

会員増強委員会

神津 恭通 委員長

ロータリの会員減少は 13

年連続で発生しています。こ

れは、日本のロータリーの非

常事態です。

共に、手をつないで、私達

のこの年度、この集まりを転

機に、ロータリーの輝く未来

は、会員増強が源であることを全国に呼びかけた

いものです。

「ロータリーの未来は、あなたの手の中に」託さ

れているものと信じています。新ロータリー年度も

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」ロ

ータリーの魅力を積極的に発信して参りましょう。

【出席報告】 西川 宏 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 8 月 02 日 23 22 事前（2） 95.65％

前 々 回 7 月 19 日 23 21 事後（1） 修正 95.65％％


