
◆点鐘 前田 博志 会長

◆SAA 両川 栄 委員

◆ソング それでこそロータリー

【会長挨拶】 前田 博志会長

本日は今年度初めての合同夜間例会で
す。
まず、小諸ロータリークラブの皆さん、ようこ

そお越し下さいました。熱烈に歓迎致します。
そして、朝からゴルフに参加して頂いた皆さん、
ご苦労様でした。やはり、私達、小諸浅間が、
５８４対５４４で、勝ったと聞いています。強くて
ごめんなさい。
今日は、ゴルフのこと、初めての囲碁のこと、

そして、一昨日の地区大会のこと、たくさんお
話があるのですが、折角の機会ですので、私
にとっての、小諸ロータリークラブと小諸浅間
ロータリークラブのことについてお話してみた
いと思います。
２０年前、私は、ロータリークラブに入りまし

た。ご存じの様に、私は中河さんの関係で、何
も迷わずに小諸浅間に入会しました。
昔の事だから、こう言っても許して頂けると

思っていますが、当時、小諸浅間は勢いがあ
って、若くてエネルギーに満ちあふれていまし
た。だから、私は入会して、これから入る人は、
ほとんどが、小諸浅間に入る者だろうと、信じ
て疑いませんでした。ところが、ご存じの様に、
その全く逆だった事は、歴史が証明しています。
そして、平均年齢があんなに若かったはずの
私達は、とうの昔に小諸クラブの平均年齢を
追い越してしまいました。
若い会員、経験豊かな会員を多数抱え、小

諸クラブは活気に満ちあふれました。他方、私
達は、活気とは遠く、しかし、本当に仲の良い
仲良しクラブになりました。私は、小諸クラブの
あり方に、羨望を感じていました。姉妹クラブ
を多数抱え、もうすぐ５０周年を迎える老舗クラ
ブ。これが本当のあり方なんだろうな。いつに
なったら私達はああなるんだろう、と憧れてい
ました。
この度、私が会長になるご挨拶に何度か小

諸クラブを表敬訪問したおり、ある方から、「小

諸浅間はいいクラブだね。君たちのクラブみた
いのが本当のロータリーかもしれんね」と言わ
れてビックリしました。

会長就任後、初めて私は小諸クラブに行っ
て、美齊津会長就任の挨拶を聞きました。美
齊津さんは「クラブの歴史と、名誉ある会長の
席に着き」とお話しされたのを聞いて、私は心
を新たにしました。私達には歴史はありません。
会長職も２３名という小クラブでは、順番に回
ってくる席で、名誉あるという概念は生まれて
きません。歴史を作っていきたい、名誉ある会
長職を醸造していきたい、そう思っています。

お互い、教師として、また反対に、反面教師
として、切磋琢磨素晴らしいクラブを築いてい
きたいと思っています。

負けないよ（笑）今日は存分に楽しんでいっ
て下さい。会長挨拶と致します。

【幹事報告】 渡辺 頼雄 幹事

1. 「ダメ。ゼッタイ。」
国連支援募金事務局より寄付礼状

2. ２０１１市民安全・安心フォーラム
実行委員会より

「２０１１市民安全・安心フォーラム」
について

日時 10 月 22 日（土）受付 13 時
フォーラム開催 13:30～16:30

場所 小諸市文化センター ホール

3. ガールスカウト第１７団より
パンプキンパーティーについて

日時 11 月 6 日（日） 12:30～13:30
場所 小諸市文化センター 調理室
会費 ２００円

（難民支援として日本連盟に送金）

4. 例会変更
軽井沢ＲＣ
10 月 31 日（月）職場訪問の為 定刻受付あり

11 月 21 日（月）定款による休 定刻受付あり

上田六文銭ＲＣ
11 月 8 日（火）夜間例会の為 定刻受付あり

◆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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◆ニコ BOX 清水 泰男委員
小諸ロータリークラブ

花岡茁君 ラッキー賞ありがとうございました。

小山良生君
エンジョイライフ エンジョイロータリ
ー

山岸喜昭君
久しぶりの出席です。久しぶりのゴ
ルフ楽しみました。

掛川武彦君 お世話になります。

小山田祐康君
ゴルフ大変疲れました。浅間には
歯が立ちません。参りました。

美斉津洋夫君
本日はお世話になります。よろしく
お願いします。

吉澤均二君
ゴルフありがとうございました。次回
も宜しくお願い致します。

中野信之君
遅刻しました。本日はゴルフありが
とう！！

木村宗雄君 遅刻してすみませんでした。
新井藤弘君 BOX に協力します。
甘利享一君 ニコ BOX協力します。
中村茂君 BOX に協力いたします。
鈴木直巳君 ボックスに協力致します。
白井正道君 高木智彦君 柳橋萬之君
金児進君 竹内ますみ君 牧野直人君
荻原雅隆君 松葉亮治君 濱嶋加津男君
小林益三君 大井邦弘君

青松英和君
両クラブの皆さん、親睦を更に深め
ましょう

掛川興太郎君
合同夜間例会小諸ロータリークラブ
の皆様よくおいで下さいました。

黒澤明男君 楽しい夜間例会でした。
黒田説成君 小諸クラブの皆様 歓迎します。

小池平一郎君
夜間例会クラブ奉仕委員会の皆様
ありがとうございます。

小林秋生君
対抗ゴルフコンペ勝利です。
1 日よく頑張りました。“美酒”

小山盛夫君
昼間のゴルフ大会は好天と同伴者
に恵まれ楽しい 1 日を過ごしまし
た。

中河邦忠君
合同例会楽しんでいます。ありがと
うございます。

西川宏君 夜間例会ご苦労さまです。
橋詰希望君 昼も夜も楽しみました。
前田博志君 今日はありがとうございます。

矢島栄一君
合同コンペ沢山の賞品ありがとうご
ざいました。

湯本敏晴君
小諸クラブの皆様歓迎致します。今
後もよろしくお願いします。

若林正忠君 合同夜間例会楽しみです。
渡辺文夫君 合同夜間例会期待します。
神津恭通君 清水良英君 両川栄君
渡辺頼雄君

◆ラッキー賞

No.6 小林 秋生君

【本日のプログラム】

小諸・小諸浅間合同親睦会

【出席報告】 若林 正忠 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日10 月 18 日 23 21 事前（2） 91.30％

前 々 回10 月 04 日 23 20 事後（3） 修正 100.00％

（望月東急）

対抗戦(グロス)
小諸 86 96 96 101 101 104 584
浅間 81 85 85 88 100 105 544 ※winner

順位 氏名 OUT/IN グロス ハンディ ネット
1 山岸 喜昭 43/43 86 15.6 70.4
2 吉澤 均二 53/48 101 27.6 73.4
3 矢島 榮一 39/42 81 7.2 73.8
4 中村 茂 47/57 104 30.0 74.0
5 青松 英和 45/40 85 10.8 74.2
6 橋詰 希望 44/41 85 10.8 74.2
7 小林 秋生 45/43 88 13.2 74.8
8 中野 信之 49/47 96 20.4 75.6
9 美斉津 洋夫 52/44 96 19.2 76.8
10 依田 晋一 49/51 100 22.8 77.2
11 小山田 祐康 51/50 101 22.8 78.2
12 小山 盛夫 52/53 105 26.4 78.6
13 高木 智彦 60/47 107 26.4 80.6
14 清水 良英 58/52 110 28.8 81.2
15 黒澤 明男 53/56 109 27.6 81.4
16 鈴木 直巳 57/56 113 31.2 81.8
17 新井 藤弘 55/54 109 26.4 82.6
18 掛川 興太郎 64/68 132 36.0 96.0


