
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 黒田 説成 委員

◆ソング それでこそロータリー

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

時の経つのは早いもので本年度最終例
会となりました。皆様のご支援ご協力によ
り、無事年末を迎えることができましたこと
厚く御礼申し上げます。

下半期も変わらずご支援ご協力をよろし
くお願いします。本日は年末、年始の天気
予報が気になるということで天気の用語に
ついて話させていただきます。

冬ではありますが、たとえとして「男心と
秋の空」「女心と秋の空」と云われるほど天
候の変わりやすい季節です。その中で天
気予報の「ときどき」と「一時」の違いについ
て話します。全部パクったものですが！！
「くもりときどき雨」と「くもり一時雨」。天気
予報では当然区別しています。

では、雨の降る確率はどちらが高いかご
存知ですか？

「ときどき雨」のほうが、雨の降る確率は
高いのです。雨にかぎらず、くもりや晴れで
も同じことです。「くもりときどき雨」の「とき
どき」は、予報時間の「4分の1以上2分の
1 未満」のこと。1 日であれば 24 時間の 4
分の 1、つまり 6 時間より多く、2 分の 1、つ
まり 12 時間よりも少ないということです。6
時間以上 12 時間未満なら「ときどき雨」な
のです。

それに対し、「一時」とは予報時間の「4
分の 1 未満」のことです。1 日であれば 24
時間の 4 分の 1 よりも少ないということで
す。

テレビやラジオの天気予報のとき、この

ことを「一時」ではなく、「ときどき」思い出し
てみてください。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. ＲＩ日本事務局より
ロータリーレート変更について

2013 年 1 月より１ドル＝８２円
（現行 80 円）に変更

2. 小諸青年会議所より新年会について

日時 1 月 12 日（土）18:30 より

場所 ベルウィンこもろ

3. 週報
南佐久ＲＣ

当クラブ、1 月 1 日（火）法定休日の為休会

本日の配布物
週報 1165 号

◆ラッキー賞

ＮＯ．12 小山 盛夫君

◆ニコ BOX 矢島 英夫 委員

青松英和君

本年の例会ほとんど欠席でし

た。お詫び申し上げます。皆様

には、より良い新年を迎えられ

ますようお祈り致します。

黒澤明男君

上半期無事にクラブ運営がで

きました。会員の皆様のご協力

に感謝いたします。

◆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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小林秋生君

今年最後の例会です。来る年

も何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

小山盛夫君

青松さんよりラッキー賞をいた

だきました。日頃のご無沙汰の

しるしを私が代表してお受けし

たものと理解しております。

清水良英君
遅刻いたしました。ニコさせて

頂きます。

西川宏君
会員の皆様よいお年をお迎え

下さい。

矢島英夫君
私も係として責任上ニコボック

スします。

【本日のプログラム】 「 上 半 期 を 顧 み て 」

黒澤明男会長

本年度の最重要課題、会員増強、7 月に渡辺英世会員が入会され少しほっとしておりま

す。下半期に向けて後 2 名の目標に何とか近づきたいと思います。ご協力の程よろしくお

願いします。

クラブ運営委員会では、納涼・合同夜間・クリスマス例会にユニークな若さあふれるアイ

ディアで実施され好評を博されました。後半の家族親睦旅行に期待すること大です。プロ

グラムによって例会の楽しさが決まると云われておりますが毎回、多彩なゲストを招いて

バリエーションをつけバラエティに富んだ卓話で良き勉強をさせて頂きました。職場例会で

は新装になった薬師館の見学、観光宿泊業のおかれている現況を垣間見ることが出来ま

した。各委員会の未解決課題は下半期に向けて相談して行きたいと思っております。会長

として大過なく務めてこられたのも、西川幹事、小林副会長そして事務局の掛川さん、それ

ぞれ万事心得ている役員理事と会員の皆様のお陰と厚く御礼申し上げます。

終わりに会員の皆様とご家族の皆様、事務局の掛川さんが良き年を迎えられることご祈

念申し上げ上半期回顧とさせて頂きます。

小林秋生副会長

暑かった真夏 7 月のスタートから速・半年が過ぎました。

1． CLP 導入により合理化されたクラブ運営ではあるが、やはりやはり 20 名余りの会員で

は兼務が多く、数名の例会欠席があると代役が大変なこともあった。

2． 小人数ではあるが、当クラブは、それなりに括った良好な運営が出来ていると感じられ

る。

3． 特に親睦の面では、活動的な清水運営委員長の努力で、特別例会が、会員・家族を

含め素晴しい結果が上がっている。

4． 新年に入り、次期会長としての勉強をしっかりと積んで行きたい。

あと半年の上半期、微力ながら一所懸命励んで、次年度の役職に継げて行きたいと思い

ます。

西川 宏幹事

小諸浅間ロータリークラブに入会して、日が浅い私に幹事という大役を仰せつかり、会長

さんを初めに各委員会の委員長さん並びに会員の皆様のご協力のご協力により、上半期

を無事終わる事ができました。

残り下半期も会長を初め各委員長並びに会員皆様のご協力を賜りながら、一生懸命努

めさせていただき、無事一年間の大役を終わりたいと思いますので、よろしくご指導のほど、

お願いいたします。



神津恭通会員増強委員長

候補者の推薦について全員で努力したが実現していません。

去る 10 月 2 日に会員増強のための円卓討論例会を開催し 3 グループに分けて討論いた

しました。その結果 各グループ8項目位の具体的意見が出されました、ほとんど重複して

おります。

1 月 15 日の夜間例会の前に特別委員会（第 1 回目）を開催致す予定です。

議題

（1）10 月例会の討論会の内容の検討

（2）今後の具体的な活動計画について

橋詰希望クラブ広報・情報委員長

反省点の第一は、活動を外部に知らせる広報活動があまりできなかったという点です。

ホームページには週報を掲示して誰でも見てもらえるようになりましたが、活動レポートに

写真をもっと掲載し見てわかるようにしたいと考えます。

卓話者の原稿が手書きの場合週報に掲載することができず写真のみになってしまうの

で、できるだけワードやエクセルで提出いただけるよう依頼していきます。

清水良英クラブ運営委員長

当委員会の役割は大きく分けて、「例会の運営」と「会員・ご家族の親睦」の 2 点です。

先ず例会の運営に関しては、委員の皆さんの多大なるご協力を頂いたおかげで、無難に

運営できていると思います。委員の皆さん、後半も引き続きよろしくお願いします。

そして 2 番目、親睦の関しては、

8 月の納涼家族例会はバーベキューに関する会員の負担を軽減した上で、一体感のあ

る親睦の時間を過ごすことができるように松井農園で開催しました。開催時間等の制約は

ありましたが、多くの皆さんのご協力で楽しく開催できました。

10 月は小諸クラブとの合同例会＆合同コンペ。これは型どおり開催しました。

12 月クリスマス家族例会は、ここ 2 年ほど市外で開催しておりましたので、身近な「車留

夢」で行いました。ビンゴを利用したプレゼントを重視したパーティーはいかがでしたでしょ

うか？

黒澤会長の持論では「親睦」こそがロータリーの最も重要なファクターであるとのこと。

「委員長の好きなようにやりなさい」との命を受け、その通り「好き」にやらせて頂いておりま

す。

前半の総括としては…、「好きにやるのは楽じゃない！」というのが正直な感想です。

渡辺文夫出席・プログラム委員長

出席プログラム委員会の渡辺文夫です。

出席率は 100 パ－セントが基本姿勢ですが会員方々にも色々御事情がありますので現

在の 90 パ－セント前後を達成致していることは上出来だと思います。お互いに例会日程

表を必ず見て、無駄の無い様行動したいと思います。

プログラムについてはお蔭様で半期を無事終了いたしましたが、はたしてバランスの取

れた内容だったかはなはだ疑問ですが、下期(来年度)も頑張ってノルマ達成致したいと思

っております。下期は卓話が集中しますので、全会員の方にも協力をお願いしたいと思い

ます。

会員の方の中で卓話をしていただければ大歓迎です。御希望の方はお申し出ください。



会員の為になる知識の集積を目指して編成しますので、宜しくご協力の程をお願いいたし

ます。

小池平一郎奉仕プロジェクト委員長

職業奉仕 １０月３日菱野温泉 薬師間で開催

社会奉仕 小諸社会福祉協議会の理事としてボランティア活動に参加、協力

第３３回ふれあいまつりのチャリティーバザーに景品協力

世界寺子屋運動キャンペーンに書き損じハガキ回収運動への協力

環境保全 １１月６日 ２０日飯綱山公園の草刈り作業

新世代活動 ガールスカウト第１７団への支援

ＲＹＬAへの参加、協力

９月新世代活動月間の卓話

矢島栄一ロータリー財団・米山記念奨学会委員長

今年度の目標を再度確認しながら、半期の反省をさせていただきます。

コメントのない項目は、まだ活動の目処が立っていません。

【ロータリー財団】

① 年次寄付は目標額を 1 人平均 120 ドル以上とする。

・先般、皆様にお願いしているところです。

② ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰの誕生を各１名以上お願いする。

③ 2013-14 年度から始まるﾛｰﾀﾘｰ財団「未来の夢計画」への移行準備を進める。

・「未来の夢計画」の研修を 11 月にやりたかったのですが、私の都合や草刈りの延長戦

等があり、実行できませんでした。2 月の理解月間に予定したいと思います。

④ 委員会業務の充実、特にＩＴ強化への対応を図る。

【米山記念奨学会】

① 1人年平均 20,000 円（月 2,000 円目標）の寄付目標を達成する。

・これも先般、皆様にお願いしているところです。

② 米山功労賞、米山功労法人、遺言寄付者の各クラブ 1名以上を促進する。

③ 米山奨学生の受入が円滑に行なわれるよう体制作りとカウンセラーのサポートに努め

る。

・兪佳怡さんを受け入れるにあたり、青松委員には人一倍ご足労いただいておりますが、

そのほかのクラブ会員の皆さんにもたいへんお世話になっており、感謝しております。

【国際奉仕プロジェクト】

① ミャンマーへの教育支援活動

・支援訪問等の時期を見て対応したいと思います。

② 国際大会(2013 年 6 月 23 日～26 日)ポルトガル･リスボンへの参加

【出席報告】 渡辺 頼雄 委員
会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 12 月 18 日 24 22 事前（1） 91.67％
前々回 １２月 04 日 24 19 事後（2） 修正 87.50％

1 月 1 日 法的休日の為休


