
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 矢島 英夫 委員

◆ｿﾝｸﾞ 君が代 誕生日の歌

◆ｹﾞｽﾄ 小諸高校 木内 清校長
細萱 裕樹先生
渡辺 隆太先生

兪佳怡様（米山奨学生）

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 小林 崇弘君 （佐久）
松葉 亮治君 （小諸）
中村 茂君 （小諸）
小林 美智子君 （小諸）

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日は小諸浅間ロータリークラブの記念

すべき創立 25 周年記念例会です。創立総

会は昭和 63 年（1988 年）3 月 1 日、チャー

ターメンバー34 名で発足いたしました。以

来、25 年間会員の皆様のご支援、ご協力

により、無事本日を迎えることができました。

厚く御礼申し上げます。これを期に心を新

たにして小諸浅間ロータリークラブを更に

盛りたてて参りたいと存じます。

今日は例会終了後、宴席の前に25周年

記念アトラクションとして小諸高校音楽科

の生徒さんによるブラスバンドの演奏があ

ります。陽春の夕べに美しい調べを楽しま

せていただきましょう。

さて、平成 20 年に 20 周年記念事業とし

て、当クラブは小諸高校音楽科に 50 万円

を寄付致しました。そして 5 年間、各 10 万

の助成金を渡すことが決まり、本年がその

最終年でありますが、本年一月の理事会

に於いて小林年度から引き続いて 5 年間

10 万円ずつ助成することが新たに決定し

ております。

本日は木内校長先生にお越しいただき

ましたので、後ほど、校長先生に助成金を

お渡しいたします。

小諸高校吹奏楽部の活躍につきまして

は、のちほど清水クラブ運営委員長より報

告をいたします。寄附金が有効に生かされ

ていることを改めて認識できるものと思い

ます。

最後に創立夜間例会の設営を担当いた

だきました清水クラブ運営委員長はじめ委

員の皆様に心よりお礼と感謝を申し上げま

す。ありがとうございました。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 東信第一グループ
丸野ガバナー補佐より
「東信第一グループ合同例会」

開催について
日 時 5 月 8 日（水）受付 17：30～

講 演 会 18：00～19：00
講 師 小林りん氏
例会・懇親会 19：00～

会 場 軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ・ｳｴｽﾄ浅間
登録料 4,000 円
申込締切 4 月 19 日（金）

2. 例会変更
軽井沢ＲＣ
3 月 18 日（月）定款による休会 受付なし
千曲川ＲＣ
3 月 20 日（水）法定休日の為休会

定刻受付なし
佐久ＲＣ
3 月 14 日（木）合同例会の振替

定刻受付なし

、

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽
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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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◆誕生日祝

矢島栄一会員 Ｓ２８．３．１５

◆結婚記念日祝

黒田説成会員 好子夫人

Ｓ４４．３．８

湯本敏晴会員 悦子夫人

Ｓ４５．３．２６

橋詰希望会員 潤子夫人

Ｓ５４．３．１７

黒澤明男会員 田鶴子夫人

Ｓ４９．３．１７

青松英和会員 順子夫人

Ｓ ３．２５

◆皆勤賞

小池 平一郎会員 ２５回

神津 恭通会員 ２４回

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

小山盛夫君

2/26 分

“小山敬三の世界”身近に感じ

て欲しいです。「友の会員」に

おさそいします。

青松英和君
創立 25 周年お目出とうござい

ます。

掛川興太郎君

月日の過ぎるのも早いもので

す。創立総会 25周年おめでと

うございます。

黒澤明男君 祝 25 周年！！

黒田説成君 楽しい 創立記念例会でした。

桑原邦夫君
5 人目の孫が生まれました。♂

でした。ラッキー賞頂きました。

小池平一郎君

創立例会おめでとう。歯科医師

会の臨時総会で失礼します。

小諸高校おめでとうございま

す。

神津恭通君
24 回目の皆勤賞ありがとうご

ざいます。

小林秋生君

25 周年の創立記念例会です。

春の陽差しの暖かい今日でし

た。楽しいひとときの宴でもあ

りました。

小山盛夫君 素晴らしい夜間例会でした。

清水泰男君

清水良英君
今日は小諸高校のアンサンブ

ル楽しみにしています。

中河邦忠君 創立25周年例会、おめでとう。

西川宏君
創立記念お目出とうございま

す。

橋詰希望君
25 才おめでとう 結婚祝ありが

とう。

前田博志君
25 年目のお誕生日おめでと

う！

両川栄君

25 年間色々お世話になりまし

た。今後も宜しくお願い致しま

す。

矢島英夫君 本日例会のみで失礼します。

湯本敏晴君 結婚祝有がとうございます。

渡辺頼雄君



小諸高校音楽科生徒による演奏会 懇親会

小諸高校吹奏楽部を紹介いたします。 クラブ運営委員長 清水良英

開催されました、「県アンサンブルコンテスト高等学校部門」＝50 団体中５団体が代表
＝で、金管８重奏が金賞１位・藤森章音楽賞、サクソフォン４重奏が金賞２位をそれぞれ
受賞されました。
最優秀の藤森章音楽賞を２年連続受賞するというのは大変難しいことだと聞いていま

す。また金管アンサンブルで審査員全員一致の満点評価になったのは、ここ 20 年ほどな
かった快挙だそうです。同時に出場したフルート４重奏も代表にはなれませんでしたが金
賞を受賞いたしました。
また県アンサンブルコンテストの結果をうけて ２月１０日に三重県津市の県文化会館

大ホールにおいて開催されました東海アンサンブルコンテスト（高校の部）において昨年
のクラリネット４重奏最優秀賞１位に続いての全国大会代表は惜しくも逃しましたが、クソ
フォン４重奏が金賞。金管８重奏が銀賞を受賞されました。
今日は当クラブの創立２５周年を祝して、その素晴らしい演奏を披露して頂きます。

【出席報告】 渡辺 文夫 委員
会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 03月05日 24 22 事前（1） 91.67％
前々回 02月19日 24 22 事後（0） 修正 87.50％

◆本日のプログラム 創 立 ２５周 年 記 念 例 会


