
◆点鐘 前田 博志 会長

◆SAA 黒田 説成 委員

◆ソング 君が代 誕生日の歌

◆ゲスト RI 第 2600 地区ガバナー
都筑 文男 様

東信第一ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
長岡 義明 様

RI 第 2600 地区副幹事
熊谷 直二 様

【会長挨拶】 前田 博志会長

本日は、ガバナーをお迎えしています。

都筑ガバナー、今日は私達の為に遠路

ご訪問頂きまして、誠にありがとうございま

す。しっかりと勉強させて頂きます。どうぞ

宜しくお願い致します。幹事の熊谷さん、あ

りがとうございます。そして、ガバナー補佐

の長岡さんには先々週に引き続き、誠にあ

りがとうございます。

都筑ガバナーはご覧の様に、５７歳の若

さ溢れる知的でエネルギッシュなガバナー

です。ガバナーへの熱いエールは前回の

会長挨拶で申し上げた通りです。ガバナー

には、それを読んで頂いて、気恥ずかしい

ので、ここでは述べないことと致します。

ガバナーのご経歴を拝見しますと、３２

歳で塩尻ロータリークラブに入会なさってい

ます。若い時に入られたのだなぁ、と感服し

てしまいます。私も４０歳の時に入会させて

頂いて、現在まで、たくさんのガバナーのも

と、勉強させて頂きました。

当時は、私の父の年齢くらいのガバナー

であったり、もう少し上の年齢の方であった

りで、大変威厳があり、簡単にはお声を掛

けられない様な方々ばかりでした。一部上

場企業の大社長さんであったり、長野県を

代表する大きなお寺の代表の方だったりし

まして、ガバナーを囲んでの勉強会では、

厳しい質問を受け、緊張のあまり言葉がう

まく出なかった様な記憶があります。それ

が、いつの間にか、気づくと自分もクラブの

会長になり、ガバナーも私より年下の方が

なっているという状況になりました。今まで、

あんなに近寄りがたいイメージのガバナー

が、私達と同じ目線にたって、気安くお話頂

けるガバナーになりました。なんて幸せなこ

とでしょう！

私は、就任以来一貫して、この都筑ガバ

ナーの下で過ごせる一年間をとても楽しみ

に、そして、とても幸せに感じていると申し

上げて来ました。

今日は、無理にお願いして、例会終了後

３時ころまで、ガバナーとの座談会をお許し

頂きました。たくさんの方が出席頂いて、総

勢１７名で、座を囲む事が出来ました。今

日は本当に嬉しい楽しみな日になりました。

ガバナー今日はどうぞ宜しくお願い致しま

す。

【幹事報告】 渡辺 頼雄 幹事

1. ロータリーの友事務所より

「ロータリーの友」英語版発行

年 1 回発行 1冊 525 円

2. ロータリー囲碁同好会より

「第 10 回ロータリー全国囲碁大会」

について

日時 10 月 22 日（土）

会場 日本棋院会館

3. 軽井沢 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. 小諸市社会福祉協議会より

第 49 回小諸市社会福祉大会開催

について

日時 10 月 5日（水）13 時より

会場 小諸市文化センター

5. 例会変更

上田六文銭RC

09 月 27 日（火）職場例会の為 定刻受付あり

10 月 18 日（火）振替の為 定刻受付あり

10 月 25 日（火）ｵｰﾌﾟﾝ例会の為 定刻受付あり

蓼科 RC

09 月 21 日（水）夜間例会の為 定刻受付あり

東御 RC

09 月 14 日（水）合同 IDMの為 定刻受付あり

09 月 21 日（水）夕方例会の為 定刻受付あり

上田 RC

09 月 15 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

10 月 27 日（木）振替の為 定刻受付あり

11 月 03 日（木）法定休日で休会 定刻受付なし

6. 週報 佐久 RC

※ガバナー月信 P11 記念講演

10月15日（土）を10月16日（日）に変更

本日の配布物

週報 1106 号、ガバナー月信 3 号

家族親睦会旅行案内

【委員会報告】

・クラブ運営委員会 清水 泰男 委員

「家族親睦旅行のお知らせ」

◆ラッキー賞

No.15 神津 恭通 君

◆ニコ BOX 両川 栄 委員

熊谷直二様

都筑ガバナーと共にお邪

魔します。お祝の皆様お

めでとうございます。

小池平一郎君
都筑ガバナーようこそ 歓

迎申し上げます。

前田博志君
ガバナー今日はありがと

うございます。

渡辺頼雄君
都筑ガバナーご指導よろ

しくお願い致します。

神津恭通君

誕生祝ありがとうございま

した。都筑ガバナーにラッ

キー賞を引いて頂き記念

になります。

矢島英夫君

都筑ガバナーありがとう

ございます。職業奉仕の

ため早退します。お話を

伺えず残念です。

黒澤明男君
都筑ガバナー長岡ガバナ

ー補佐ご苦労様です。

【プログラム】

「RI 第 2600 地区ガバナー公式訪問
RI 会長メッセージ他」

RI 第 2600 地区

ガバナー

都筑 文男 様

【出席報告】 湯本 敏晴 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 9 月 06 日 23 21 事前（0） 91.30％

前 々 回 8 月 23 日 23 23 事後（0） 修正 100.00％


