
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想

◆ｹﾞｽﾄ 兪佳怡さん

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

皆さんこんばんは。本日の合同夜間例

会に、小諸 RC の皆様、お繰り合わせての

ご参加、ようこそおいで下さいました。心よ

り歓迎申し上げます。とりたてて何の趣向

もございませんが飲物は十分用意してあり

ますので大いに飲んで親睦を深めていた

だきたいと思っております。どうぞごゆっくり

お過ごしください。

昼間は恒例の合同コンペが行われ、ス

コアはともかく、和気藹藹の内にプレイする

ことが出来ました。天候はスコアのように大

崩れすることもなく恵まれ、熱戦に花を添え

たものと思います。団体戦は ４９６ 対 ４６

６ で小諸浅間が勝利いたしましたこと付け

くわえさせていただきます。本年度も4半期

が無事終わり、小諸クラブの皆様には、な

にかにつけていただきました沢山のご協力

ありがとうございました。

さて、一昨日は国際ロータリー第 2,600

地区の地区大会が、佐久コスモスロータリ

ークラブがホストクラブとなり佐久のホテル

ゴールデンセンチュリーで開催されました。

当日ご参加された会員の皆様、ありがとう

ございました。

来週、地区大会報告のプログラムが予

定されております。橋詰、清水会員の識見

にご期待下さい。終わりに今夜の合同夜間

例会が、秋真っ盛りの中＜親睦が一番＞

の宴となり小諸クラブの皆さんと更なる絆

が深まれば幸いです。

小諸クラブの益々のご発展を心よりお祈

り申し上げ会長挨拶といたします。

本日はありがとうございます。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 「ダメ。ゼッタイ。」

国連支援募金事務局より募金礼状

2. 例会変更

軽井沢ＲＣ

10 月 22 日（月）夜間例会の為 定刻受付あり

11 月 19 日（月）定款による休会 定刻受付なし

上田六紋銭ＲＣ

10 月 31 日（火）定款による休会 定刻受付なし

本日の配布物

職場訪問案内

【委員会報告】

・奉仕プロジェクト委員会

小池 平一郎委員

職場例会のご案内

◆ラッキー賞
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◆ニコ BOX 黒田 説成 委員

林邦幸様
今日は、昼、夜とお世話になり

有難うございます。

荻原雅隆様
10 月 11 日にダイヤモンド婚で

賞状をいただきました。

松田好功様
合同例会、懇親会楽しみに致

しております。

木村宗雄様 ゴルフ出席できず残念でした。

鈴木直巳様

本日のゴルフありがとうござい

ました。賞品 4 つも取らせても

らいました。

松葉亮治様

伊藤常治様 いつも御世話様になります。

髙木智彦様 今夜お世話になりました。

山口哲也様
お世話になります。ボックスに

ご協力いたします。

掛川勝様 本日はお世話になります。

小山良生様 今夜は楽しくやりましょう。

小林益三様 合同例会おせわになります。

竹内ますみ様 ニコボックスに協力致します。

中村茂様 BOX にご協力いたします。

掛川武彦様 お世話になります。

新井藤弘様

美斉津洋夫様
楽しく親睦を高め仲良くいきま

しょう。

甘利享一様 ニコ BOX協力します。

柳橋萬之様 ボックスに協力します。

吉澤均二様 BOX に協力致します。

小山田祐康様 今日はお世話になりました。

樽澤清子様 ちこくです。

青松英和君 会員の皆様、ご苦労様です。

黒澤明男君 夜間例会楽しみました。

黒田説成君

小池平一郎君
会場委員会の皆様御苦労様で

す。

神津恭通君
小諸 RC の皆様ご出席有難う

ございます。

小林秋生君

今日はゴルフ欠席で残念で

す。チームは多分勝利と思うが

如何？

小山盛夫君

清水泰男君

清水良英君

今日の合同コンペでは何とか

足を引っぱらなくてすみまし

た。

西川宏君

橋詰希望君
ゴルフお疲れ様でした。夜も楽

しいです。

両川栄君 たのしかったです。

矢島栄一君
合同コンペはまた浅間の勝

利！おめでとう！

矢島英夫君
小諸クラブの皆様 歓迎申し上

げます。

湯本敏晴君
小諸クラブの皆様 歓迎しま

す。

依田晋一君
今日はゴルフ楽しみました。祝

合同例会。

若林正忠君 合同夜間例会楽しみです。

渡辺英世君

渡辺文夫君
合同夜間例会楽しみです。よろ

しくお願いいたします。

渡辺頼雄君

【本日のプログラム】 合 同 懇 親 会



【出席報告】 渡辺 文夫 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 10 月 16 日 24 20 事前（0） 83.33％
前々回 09 月 25 日 24 21 事後（0） 修正 87.50％

順位 氏名 蓼科 八ヶ岳 トータル HDCP ネット

1 小山田 祐康 55 44 99 26.40 72.60

2 橋詰 希望 43 49 92 19.20 72.80

3 矢島 榮一 43 39 82 8.40 73.60

4 鈴木 直巳 49 51 100 25.20 74.80

5 松葉 亮治 49 47 96 20.40 75.60

6 樽澤 清子 51 49 100 22.80 77.20

7 依田 晋一 51 44 95 16.80 78.20

8 清水 良英 49 51 100 21.60 78.40

9 黒澤 明男 50 47 97 18.00 79.00

10 中村 茂 49 52 101 18.00 83.00

11 吉澤 均二 54 51 105 21.60 83.40

12 林 邦幸 57 59 116 31.20 84.80

13 高木 智彦 54 67 121 36.00 85.00

合同ゴルフコンペ成績表


