
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ソング 奉仕の理想
手に手つないで

◆ゲスト 東信第 1グループガバナー補佐

丸野幸子様(佐久コスモス)
今井芳明様（佐久コスモス）

米山奨学生 兪佳怡さん

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日は東信第一グループにガバナー補
佐、丸野幸子様をお迎えしての事前訪問で
す。丸野ガバナー補佐は東信第一グルー
プにおいて初めての女性補佐です。

当クラブには女性会員がおりません上、
年々会員数が減少し、クラブ運営に支障が
でています。本日はガバナー補佐より会員
増強と女性が入会しやすいクラブ運営など、
ご指導いただきたいと思っております。よろ
しくお願い申し上げます。

さて、本年度は、幸先良く新入会員、渡
辺英世さんを迎えて 24 名でのスタートにな
りました。2012年度、RCの新年度に新しい
風が吹く風光る（俳句、春の季語、風のた
めに若葉が動いて光るように見える）

英世さんがどのような風を吹かせるのか、
大いに期待しております。ここで英世さん
の入会を祝し、歓迎し、私が昨夜、千曲川
の上流に行って投網でとった岩魚を贈呈し
ます。入会時にこんなことをして良いかと悩
みましたが、私の喜びの気持ちに免じてご
容赦ください。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 島田ガバナーより公式訪問案内
日 時 7 月 24 日（火）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 会長幹事会 11：30～12：20
例 会 12：30～13：30

2. 2011～2012 年度 東信第一グループ
長岡 義明 ガバナー補佐より礼状

3. 例会変更
軽井沢ＲＣ

7 月 16 日（月）法定休日の為休会 定刻受付なし

上田六紋銭ＲＣ

7 月 24 日（火）夜間例会の為 定刻受付あり

7月 31 日（火）休会 定刻受付なし

上田西ＲＣ

7 月 26 日（水）夜間例会の為 定刻受付あり

8月 16 日（水）定款による休会 定刻受付なし

東御ＲＣ

7 月 18 日（水）夜間例会の為 定刻受付あり

8月 8日（水）納涼花火例会の為 定刻受付あり

8月 15 日（水）定款による休会 定刻受付なし

丸子ＲＣ

7 月 26 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

4. 週報 上田西、丸子ＲＣ

・来当クラブ7月17日（火）定款による休会

本日の配布物
週報 1145 号、納涼夜間例会案内、
ロータリーの友 7 月号

【委員会報告】

出席・プログラム委員会 若林正忠委員長

クラブ広報・情報委員会 橋詰希望委員長

クラブ運営委員会 清水良英委員長

◆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

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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◆2011～2012 年度 年間皆勤賞

黒澤 明男君 中河 邦忠君

桑原 邦夫君 西川 宏君

小池 平一郎君 橋詰 希望君

神津 恭通君 前田 博志君

小林 秋生君 矢島 栄一君

清水 泰男君 湯本 敏晴君

清水 良英君 若林 正忠君

◆ラッキー賞

NO.7 前田 博志 君

入 会

◆ニコ BOX 橋詰 希望 委員

黒澤明男君

丸野ガバナー補佐、本日ご指導よ

ろしくお願いします。渡辺英世さん

入会、大歓迎です。

神津恭通君

丸野ガバナー補佐、今井さんご苦

労様です。それから渡辺英世さん

ご入会有難うございます。

橋詰希望君

丸野ガバナー補佐よろしくご指導下

さい。渡辺英世さんクラブライフを

楽しんで下さい。

前田博志君 渡辺さん歓迎します。

依田晋一君
アメリカの地より新年度スタート乾

杯

若林正忠君
ガバナ補佐宜しくお願いします。渡

辺新入会員おめでとうございます。

渡辺文夫君
丸野幸子ガバナー補佐、本日よろ

しくお願いいたします。

【本日のプログラム】 丸野幸子ガバナー補佐事前訪問

【出席報告】 渡辺 文夫 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 7 月 10 日 24 22 事前（1） 91.67％
前々回 6 月 26 日 23 22 事後（0） 修正 95.65％

来週は定款による休会

・会員増強と退会防止（会員維持）

２名の増強を、３年間継続お願いします。退会防止

を、今年から「会員維持」と云い変えられています。

・世界平和フォーラムへの参加

会員一人３００円（コーヒー１杯分）の寄付をお願いし

ます。フォーラム・広島の開催 ５月１７日から１８日

の２日間 大勢の参加をお願いします

・「ＲＬＩ」（ロータリー・リーダーシップ研究会）

導入は、８月２５日から第一回ディスカッションリーダ

ー研修会が、開催されます。

・「ロータリー財団 未来の夢計画」

ロータリー財団補助金は、新補助金制度・「未来の夢計画」に変更されました。

補助金は、ⅰ．新地区補助金と ⅱ．グローバル補助金に分かれます。

氏 名 ：渡辺 英世会員
現 住 所 ：小諸市与良町 2-3-9
企 業 名 ：㈱渡辺作意商店
職業分類：農機具販売


