
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 橋詰 希望 委員

◆ｿﾝｸﾞ 君が代 誕生月のうた

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 星野 嘉助様（軽井沢 RC）

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

先週は薬師館においての職場例会で

した。8 月 1 日オープンとのことで

是非、行ってみたいと思った施設、タイム

リーな設営をしていただきました小池奉仕

委員長に感謝いたします。

今日は例会終了後、飯綱山公園の清

掃、整備下草刈りです。事故のないように

作業お願いします。

田地、田畑、山林などで邪魔扱いされて

いる雑草という言葉の語源は？

「雑草」は名も知らないような植物。農

作物にとっては邪魔なものです。

英語ではweedといい、1917年にアメリカ

でその言葉が生まれました。日本ではそれ

よりも早く、1912 年（大正元年）に「雑草」と

いう言葉が誕生しています。つまり、「雑

草」という名は、日本で生まれたということ

です。

「雑草」ほど日本人の生活に密着して

きた植物はありません。見渡せば少しの空

いた土地に生え、気づかないほどの花を咲

かせる。四季にうるおいをもたらし、二酸化

炭素吸収して温暖化抑制にも小さいながら

貢献します。そして、なにより「雑草」は強い。

寒波や水不足でも、根を深くのばして生き

延びることができます。この「雑草」の適応

力、人間も見習いたいものです。こんな雑

草を愛でながら、絶滅させる作業に励んで

ください。よろしくお願いします。

≪指名委員委嘱≫

小諸浅間ロータリークラブ定款・細則

理事会および役員の構成

第 1 節 毎年 11 月の第 1 例会に於いて、

現会長より次年度の役員、理事および翌

年度の会長エレクトを指名する指名委員会

を委嘱する。

尚、指名委員は、本クラブの前々、直前、

現会長、幹事および会長エレクトとし、指名

委員会の委員長は現会長とする。

第2節 指名委員会の委員長は、日時を定

めて指名委員会を開催し、次年度の役員、

理事および翌年度の会長エレクト候補者を

選考し、毎年 12 月の第 1 例会までに決定

する。

尚、会員は、指名委員会に、候補者を推薦

することができる。

第3節 年次総会に於いて、指名委員会の

委員長は候補者の指名を発表し、出席会

員の過半数の賛成を得て選任されたもの

とする。

指名委員

前々会長 橋詰 希望

前々幹事 矢島 栄一

前会長 前田 博志

前幹事 渡辺 頼雄

現会長 黒澤 明男

幹事 西川 宏

次期会長 小林 秋生

指名委員会開催日

11 月 20 日例会終了後

◆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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【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. インターアクトより第 20回インターアク
ト地区大会、報告書

2. 東信第一グループ丸野ガバナー補佐
より第 2 回会長・幹事会開催について

日時 12 月 7 日（金）18:30～
場所 市川屋

3. 東京 2020 オリンピック・パラリンピック
招致委員会より

ピンバッジとリーフレット

4. 例会変更
佐久ｺｽﾓｽＲＣ

11 月 19 日（月）合同例会の為 定刻受付なし

軽井沢ＲＣ

11 月 12 日（月）例会時感変更 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

11 月 13 日（火）合同例会の為 定刻受付あり

12 月 11 日（火）夜間例会の為 定刻受付あり

12 月 25 日（火）定款による休会 定刻受付なし

1月 1日（火）祝日の為休会 定刻受付なし

1月 8日（火）合同例会の為 定刻受付あり

東御ＲＣ

11 月 14 日（水）合同例会の為 定刻受付あり

11 月 21 日（水）職場例会の為 定刻受付なし

佐久ＲＣ

11 月 15 日（木）合同例会の為 定刻受付あり

丸子ＲＣ

11 月 22 日（木）合同例会の為 定刻受付あり

11 月 29 日（木）定款による休会 定刻受付なし

5. 週報 佐久、上田六紋銭ＲＣ

本日の配布物

週報1158、1159号、東京2020オリンピック・パラ

リンピックピンバッジとリーフレット、未来の夢オン

ライン研修参加登録案内、ガバナー月信 5号

【委員会報告】

・奉仕プロジェクト委員会
小池 平一郎委員長

草刈りの依頼
書き損じハガキの依頼

◆ラッキー賞

ＮＯ．6 中河 邦忠君

◆皆勤祝

小林秋生会員 8回

◆誕生日祝

掛川 興太郎 会員

中河 邦忠 会員

黒澤 明男 会員

小林 秋生 会員

渡辺 文夫 会員

◆結婚祝

小林 秋生 会員 泰子夫人

渡辺 文夫 会員 倭香夫人

西川 宏 会員 美恵子夫人

◆ニコ BOX 中河 邦忠 委員

掛川興太郎君
誕生祝ありがとうございまし

た。

黒澤明男君
誕生祝いただきありがとうござ

います。

小池平一郎君
先週の職場例会御協力ありが

とうございました。

小林秋生君

誕生祝、結婚記念祝、例会出

席皆勤賞とトリプル祝いを賜り

ました。ありがとうございまし

た。

清水泰男君

小学校の同級会出席のため、

飯綱山での作業失礼します。

よろしく！！

中河邦忠君

誕生祝、ラッキー賞頂きまし

た。本日プログラム（草刈）不

参加の為、3 回ニコＢＯＸを利

用致しました。

西川宏君
結婚祝の美しい花ありがとうご

ざいました。

渡辺文夫君
結婚49年、誕生祝等々記念品

いただき有難うございます。



【本日のプログラム】

飯綱山の草刈りへ移動

【出席報告】 渡辺 文夫 委員
会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 11 月 06 日 24 18 事前（3） 75.00％
前々回 10 月 23 日 24 19 事後（2） 修正 87.50％


