
◆点鐘 前田 博志 会長

◆SAA 神津 恭通 委員

◆ソング 我らの生業

◆ビジター 白井 正道 様（小諸 RC）

【会長挨拶】 前田 博志会長

先週２２日がクラブのお休みの日だった

ので、２週間のご無沙汰になりました。

いかがお過ごしになられましたか。

僕は、この２週間で、白菜を漬けて、沢

庵漬けをし、野沢菜を漬けました。そして、

畑に唯一残っていたネギを収穫して、藁を

刻んで敷き、石灰を撒いて来年の土作りを

しました。夕刻、全面藁色に染まった畑を

見ながら、今年は藁は敷かなかった方が

良かったのではないだろうか？と不安にな

りました。放射能の事については、悲しいこ

とばかりですね。

さて、今日は、矢島広報委員長からホー

ムページ開設のお話があります。この７月

から、中河さんのお嬢さんと、矢島委員長

で、一生懸命作って頂いたＨＰのお披露目

になります。

皆さんの企業はそれぞれ充実したＨＰを

持っていらっしゃると思います。団体でＨＰ

がないものがあったら、ＷＥＢ上で、存在し

ないも同然な世の中になりました。ロータリ

ークラブもしかり、たくさんのクラブでＨＰが

存在しています。

私が会長に就任して、このＨＰ開設が公

約の柱になりました。矢島委員長が非常に

熱意を持って取り組まれていたので、私は

少し遠くで、お二人の作業を見守っている

ような半年になり、嬉しい気持ち半分、申し

訳ない気持ち半分の日々を送って参りまし

た。

私の事務所のＨＰは、公開されてから何

年にもなりますが、更新はあまりしていま

せん。それでも、沢山のお客様がそのＨＰ

から、メールを入れてきたり、新規のお客

様となって入ってきます。僕はＨＰが存在す

ること、そのこと自体が重要だと思っていま

す。

一般市民の方も来るでしょう。クラブに入

りたいと思っている方も来訪します。そこか

ら新しい輪が広がります。

勿論、私達クラブのＨＰは、会報により、

７日おきに更新されていきます。そして、年

度が代われば、ガバナー挨拶・地区の方

針・ガバナー補佐挨拶を含め、大きく更新

されます。

沢山のご意見を頂きながら、自分たちの

クラブのＨＰを愛して、育てていってもらい

たいと思います。今日は、わがＨＰ生みの

親、中河純子さんにも同席して頂き、一緒

にお祝いしたいと思っておりましたが、お仕

事の都合でどうしても叶わず、残念でたま

りませんが、矢島委員長には、どうぞ宜しく

お願い致します。

お二人に感謝しながら、会長挨拶とさせ

て頂きます。
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臨時総会出席のお願い

来週は、年次総会となります。

その席上、黒澤会長エレクトのご了承を

得て、私からのお願いやら、ご報告もさせ

て頂いて、その事案でもご承認を頂きた

いと思っています。

どうかご出席を宜しくお願い致します。



【幹事報告】 小林 秋生副幹事

1. 小諸高校より

音楽科第１５回卒業生演奏会について

日時 12 月 4日（日）

開場 10：30 開演 11：00

会場 小諸市文化会館

2. 例会変更

上田六文銭ＲＣ
12 月 20 日（火）夜間例会の為 定刻受付あり
12 月 27 日（火）定款による休会 定刻受付なし
1月 3日（火）定款による休会 定刻受付なし
1月10日（火）合同新春例会の為 定刻受付あり

千曲川ＲＣ
12 月 7 日（水）移動例会の為 定刻受付あり
12 月 14 日（水）家族親睦会の為 定刻受付あり
12 月 28 日（水）定款による休会 定刻受付なし

上田東ＲＣ
12月14日（水）ｸﾘｽﾏｽ家族会の為 定刻受付あり
12 月 28 日（水）定款による休会 定刻受付なし
1月 4日（水）定款による休会 定刻受付なし

1月11日（水）合同新春例会の為 定刻受付あり

東御ＲＣ
12月14日（水）ｸﾘｽﾏｽ家族会の為 定刻受付あり
12 月 21 日（水）夕方例会 定刻受付あり
12 月 28 日（水）定款による休会 定刻受付なし
1月11日（水）合同新春例会の為 定刻受付あり
1月 18日（水）合同新春例会の為 定刻受付あり

小諸ＲＣ
12 月 14 日（水）クリスマス会の為 定刻受付あり
12 月 28 日（水）定款による休会 定刻受付なし
1月 4日（水）定款による休会 定刻受付なし

上田西ＲＣ
12 月 15 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり
12 月 29 日（木）定款による休会 定刻受付なし
1月 5日（木）例会日変更 定刻受付あり

3. 週報 上田東ＲＣ

本日の配布物
・週報 1117 号
・理事会報告

【委員会報告】

・クラブ運営委員会 橋詰 希望委員

「「クリスマス家族例会」のお知らせ」

◆ラッキー賞

No.10 西川 宏 君

◆ニコ BOX 黒田 説成委員

白井正道様
11/30 の 100％出席例会達成
の為、メイクUPにやって来まし
た。

青松英和君
例会欠席しがちの私にいつも
暖かい配慮をいただいて感謝
します。

黒澤明男君 BOX に協力いたします。

小池平一郎君

今は小諸市文化協会と公民館
との自主事業で京都清水寺の
貫主様に来て戴き中学生に講
話をして頂きます。先日は寺内
タケシさんに高校生に演奏と話
をして頂きました。

神津恭通君
進行をまちがえまして申訳あり
ませんでした。

小林秋生君

ｱﾙﾃｨﾀｻｯｶｰﾁｰﾑの傘下でｱﾙﾃ
ｨｽｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑがﾌｯﾄｻﾙ県大会
で惜しくも準優勝でした。ありが
とうございました。

西川宏君
白井さんﾗｯｷｰ賞ありがとうご
ざいます。今日で 2回目です。

前田博志君 矢島委員長ありがとう。

矢島栄一君

本日のプログラムでクラブ HP
の立ち上げについて説明しま
す。今後の皆様のご協力をお
願いします。

【本日のプログラム】

我がクラブの
「ホームページ」立ち上げについて

クラブ広報・情報委員会
矢島 栄一委員長

【出席報告】 若林 正忠 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日11 月 29 日 23 22 事前（2） 95.65％

前 々 回11 月 08 日 23 22 事後（0） 修正 95.65％


