
◆点鐘 前田 博志 会長

◆SAA 両川 栄 委員

◆ソング 君が代 誕生日の歌

◆ビジター 髙木 桂三 様（小諸 RC）

【会長挨拶】 前田 博志会長

「車座集会：ロータリーについて考える」

標題の本日の例会は、時間

を充分に取りたいが為、会長挨

拶を省略し、週報に託しました。

本日の会長挨拶を紙上にて致

します。今日は、大変有意義な活発な

議論を頂き、誠にありがとうございました。

何分時間が少なく、問題提議だけに終わ

ってしまった感があり、残念な気も致します

が、初めて会組織の種々の問題点に触れ

る事が出来、私とするととても有意義であ

ったと思っています。このまま何時間でも皆

と話していたい、という誘惑にかられたのも

事実です。いつか皆と膝を突き合わせてと

ことんロータリークラブの未来を語り合いた

いですね。

今日の話し合いを少しだけですが、整理

してみたいと思います。

まず、神津さんから今度の小諸

ロータリークラブとの合同夜間例

会の為の、碁の話がありました。

碁盤が縦横少しだけ幅が違うと

知った時も驚きでしたが、黒の石

と白の石は大きさが違うと知った時は、本

当に驚きました。白石の方が膨張色なので

大きく見えるからが理由なのですが、全くそ

うだと思い、還暦にもなった自分の知らな

い世界の大きさに呆然としました。ぜひ、碁

の世界に入ってみたいと思いました。

次に、例会開会前に、食事を食べ始めて

もいいのではないか、との提案に、食事を

暖かいうちに食べたほうが美味しくていい

に決まっている、時間の節約にもなる。とい

うご意見と、でも皆で一緒に「いただきま

す」の声で食べ始めるのもいい、との意見

も頂き、これから帳場とも調整を重ねなが

ら、方向を探っていきたいと思いました。

更に、ニコボックスの話題になり、ニコボ

ック会計から１００万円を流用しなければや

っていけない通常予算に話が移り、１００万

円を２３名で除すると１会員当たり４３，５０

０円の会費勘定になります。すると、出した

い人は出そう、出したくない人は出さなくて

もよい、というのではなくなるとの話になり、

難しい領域に入りました。

平等の理論になり、ストレスの強い話に

なりますが、なんとかストレスが緩和される

ように皆で改革出来たらと思っています。

最後に新入会員の審査要件の反対の意

思表示について論議して閉幕になりました。

私たちは、新入会員を取るのか、既存会員

の意向を大切にするのか二者択一になり

ますが、組織を育てなければならない、が

至上命題なのかもしれません。

やはり、

ナーバス

な問題を

論ずると

暗くなりま

した。終わ

って、飯綱山の桜の木の下で、雑草刈りを

１５名でしました。青空のもと、素晴らしい

友人に囲まれて、私は嬉しかったです。皆

本当にいい人ばかりです。もし２０年前に

自分が入っていなかったら、それはなんて

寂しいことなんだろぅ、ほんとに今の自分は

幸せで嬉しい。そう思いました。

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽
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【幹事報告】 渡辺 頼雄 幹事

1. ロータリー米山記念奨学会より

2010 年度事業報告書、決算報告書

2. 長岡ガバナー補佐より

会長・幹事会 開催について

・日時 ： 10月28日（金）18時より

・場所 ： 千曲パークホテル

3. 例会変更
上田 RC
10 月 10 日（月）法定休日の為 定刻受付なし
10 月 17 日（月）職場例会の為 定刻受付なし

佐久コスモス RC
10 月 10 日（月）法定休日の為 定刻受付なし

小諸 RC
10 月 19 日（水）合同例会の為 定刻受付あり

千曲川 RC
10 月 5 日（水）移動例会の為 定刻受付あり
10 月 12 日（水）職場例会の為 定刻受付あり

東御 RC
10 月 12 日（水）振り替えの為 定刻受付あり
10 月 19 日（水）職場例会の為 定刻受付なし

佐久 RC
10 月 6 日（木）職場例会の為 定刻受付あり
10 月 13 日（木）合同例会の為 定刻受付あり

・例会終了後 飯綱山公園草刈り

・来週 10 月 11 日（火）職場例会

（安藤百福記念館

自然体験活動指導者センター）

12:30 までに直接会場へお越し下さい。

欠席の方は帰りまでに事務局へ

本日の配布物
週報 1110 号、ロータリー米山記念事業豆辞典、
ガバナー月信 4号 2号、綿貫ガバナー月信 13 号

【委員会報告】

・奉仕プロジェクト委員会 小林 秋生委員長

①飯縄山公園草刈りの参加者確認

②次週の職場例会について

③書き損じ葉書集めについて

④地区大会参加のお知らせ

◆ラッキー賞
No.17 髙木 桂三 様

◆お誕生日祝
湯本 敏晴 会員

◆結婚記念祝
掛川 興太郎 会員
中河 邦忠 会員
若林 正忠 会員

◆皆勤賞
清水 泰男 会員
西川 宏 会員

◆ニコ BOX 清水 泰男委員

髙木桂三様
会長はじめ皆様にお世話になりま
す。よろしくお願いいたします。

黒澤明男君 第 1111 回例会 4ゾロです。

西川宏君
3 回目皆勤賞ありがとうございま
す。職業奉仕のため早退させて頂
きます。

前田博志君 今日はよろしくお願いします。

矢島栄一君
本日はゴロも良く第 1111 回例会で
す。

矢島英夫君
9/29 結婚祝いをありがたく頂きまし
た。

清水泰男君
21 回目皆勤賞ありがとうございまし
た。

黒田説成君

当山の境内に建立されてある“鈴
木善人翁”の寿碑の継承について
神津さんが卓話します。よろしくお
願いします。

中河邦忠君 結婚記念祝ありがとうございます。
掛川興太郎君 結婚 40 周年になります。

小池平一郎君
今日は飯綱山の草刈りとのことで
すが、充分参加できません。

橋詰希望君
職業奉仕の為、少し遅刻をしてしま
い申し訳ございませんでした。

神津恭通君
囲碁の話をさせて頂きます。やさし
いゲームですので始めてください。

湯本敏晴君 誕生祝ありがとうございました。

渡辺頼雄君
桜の花を楽しみに手入れにいきま
す。

若林正忠君 前田会長楽しみです。

小林秋生君
10 月に入り急に寒い日が続きま
す。風邪を引かぬように気を付けた
いと思います。

両川栄君
食欲の秋を迎えます。もくもく食べ
て健康になります。

依田晋一君
渡辺文夫君

【出席報告】 依田 晋一郎 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日10 月 04 日 23 20 事前（1） 86.96％

前 々 回 9 月 20 日 23 20 事後（2） 修正 95.65％


