
◆点鐘 小林 秋生 副会長 

◆SAA 清水 良英 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我らの生業 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 林 邦幸君 （小諸） 

  

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長 
 

お陰様で、例会場での本年４７回目の最

終例会を無事に迎えることができました。

一年間を通して会員の皆様の御協力と御

支援に対して心より御礼を申し上げます。

また、一年間支えていただきました小林さ

ん、西川さん、そして事務局の掛川さんに

も感謝を申し上げます。来期、小林会長年

度での小諸浅間ロータリークラブが更なる

躍進することご期待申し上げます。一年間

の感謝の思いと御礼を込めて会長としての

ご挨拶といたします。一年間、ご協力誠に

ありがとうございました。 

 

【幹事報告】 西川 宏 幹事 
 

1. 国際ロータリー日本事務局より 
     ロータリーレート変更について 

 7月より 1 ドル＝99円（現行 100円）に変更 
 
2. 2013～2014年度 東信第一グループ 
高木智彦ガバナー補佐より 
ガバナー補佐事前訪問案内 
日 時 7月 23日（火） 
例会場 日本料理 音羽  
11:30～12:15 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 会長・幹事会   
12:30～13:30 例会    
13:35～15:00 クラブ協議会   

（各委員長出席） 

3. 例会変更 
佐久ｺｽﾓｽＲＣ 
7月 15日（月）法定休日の為休会  定刻受付なし 

7月 22日（月）ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑの為   定刻受付あり 

 
丸子ＲＣ 
6月 27日（木）夜間例会の為    定刻受付あり 

 

4. 週報     南佐久ＲＣ 
 
本日の配布物 

週報 1190号、 

 

◆ラッキー賞 
 

NO.13 矢島 栄一 君 
 

◆ニコ BOX 清水 泰男 委員 
   

林 邦幸 
一年間、ありがとうございまし
た。 

黒澤明男君 
一年間、大変お世話になりあり
がとうございました。ご協力感

謝申し上げます。 

小池平一郎君 
林・黒澤両会長一年間御苦労
様でした。先週は草刈りが空振
りで残念？でした。 

小林秋生君 

本年度の最終例会です。来週
は続いての新年度であります
が、益々盛り上がってクラブの
未来に栄光あれ！ 

清水泰男君 一年間皆様御苦労様でした。 

西川宏君 
一年間ありがとうございまし

た。 

橋詰希望君 
黒澤会長・西川幹事、各委員
の皆様１年間ご苦労様でした。 

矢島栄一君 
今年度最後のラッキー賞をい
ただきありがとうございました。 

渡辺頼雄君 
黒澤会長年度の皆様おつかれ
様でした。 

◆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 

NO.1191 成 25年 06月 25日 



【本日のプログラム】  「年度を顧みて」 会長・副会長・幹事・各委員長 
 

会長 黒澤 明男 

お陰様で、例会場での本年４７回目の最終例会を無事に迎えることができました。一年間

を通して会員の皆様の御協力と御支援に対して心より御礼を申し上げます。また、一年間

支えていただきました小林さん、西川さん、そして事務局の掛川さんにも感謝を申し上げま

す。来期、小林会長年度での小諸浅間ロータリークラブが更なる躍進することご期待申し

上げます。一年間の感謝の思いと御礼を込めて会長としてのご挨拶といたします。一年間、

ご協力誠にありがとうございました。 

----------------------------------------------------------------------- 

副会長 小林 秋生 

時間の流れの本当に速いこと、今日は年度末例会となってしまいました。来週の例会は会

長席に座らなければなりません。黒澤会長ご指導のもと、この一年、副会長として大過な

いお役目を終えることが出来そうです。本当にありがとうございました。来週からはこの心

構えを更に引き締めて、会長職に臨みたいと思います。 

現在、クラブでの一番の課題はやはりクラブ基盤の維持増強に尽きると思います。今期は

神津委員長のお骨折りで昨年 7 月に純増一名、渡辺英世会員の入会がありました。他に

も 2～3の勧誘案件が続いておりますが、仲々思うにまかせず、実っておりません。会員数

では、24 名と中位規模を維持しておりますが、週毎の例会はそれなりに括まった、雰囲気

の良い例会が展開されており、誇りに思われます。 

それから、現在、病気療養でお休みをされている若林会員が一日も早く、復帰されて元気

なお顔を拝見できますことを、心よりお待ち申し上げております。 

以上 

----------------------------------------------------------------------- 

幹事  西川 宏 

 幹事とは、 ・政治団体・研究団体などで事務を担当する人 

       ・宴会などの世話人 → とありますが 

 この一年を振り返ると幹事という役職を無事に果たすことが出来たのか疑問に思うしだ

いです。 

 ただ、黒澤会長・会員の皆様そして事務局の掛川さんの協力をい頂きまして、一年間大

きな問題もなく過ごすことが出来たと思います。本当にありがとうございました。 

 これからは、一会員としてクラブの運営に協力していく所存でございますので、今後とも

よろしくお願いいたします。 

----------------------------------------------------------------------- 

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 委員長 矢 島 栄 一 

委 員 両 川 栄、青 松 英 和 

 ロータリー財団、米山記念奨学会ともに募金活動が思うような成果を上げることができな

かったことは、委員長の熱意不足と活動不足の結果であると深く反省しております。 

【ロータリー財団】 

① 年次寄付は目標額を 1 人平均 120 ドル以上としていましたが、結果は 1,570 ドルで達

成率は 54.5％でした。 



② ﾎﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰで、中河邦忠会員が 3回目を達成しました。 

【米山記念奨学会】 

① 1 人年平均 20,000 円（月 2,000 円目標）の寄付目標でしたが、結果は 160,000 円で達

成率が 33.3％という結果に終わりました。 

② 米山功労賞で、黒澤明男会員が 2 回目を達成しました。③ 米山奨学生の受入では、

カウンセラーの青松英和会員にご尽力頂きながら奨学生兪佳怡さんと友好的な交流がで

きました。 

１年間、委員及び会員の皆様にはたいへんご協力いただきありがとうございました。 

----------------------------------------------------------------------- 

出席プログラム委員会の渡辺です。 

お陰様で無事 1年を経過致しました． 出席率は常時９０パ-セントを超え目標の１００パ－

セントに近く大変立派な結果を達成しております。 

プログラムに関しましては最初戸惑いましたが会員方々の協力により無事全てを達成でき

ました事はありがたく感謝の気持ちでいっぱいです、特に小山盛夫さん推薦の小山敬三美

術館長 小林秀夫先生 前浅間病院 院長 倉沢隆平先生の亜鉛の卓話等は素晴らしく

心に刻んでおります、御協力ありがとうございました。  以上 

----------------------------------------------------------------------- 

奉仕プロジェクト委員会               小池 平一郎 

 早くも１年が過ぎました。ＣＬＰにより奉仕プロジェクト委員会は、クラブ奉仕、職業奉仕、

社会奉仕、環境保全、新世代活動奉仕を束ねて、幅広く担う委員会となりました。黒澤会

長の方針”臨機応変ーできるものをやる”に頼り、皆様のご協力に助けられ、何とか一年務

めることができ、感謝申し上げます。 

*職業奉仕  10月 3日 菱野温泉 薬師館にて職場例会を開催 

  職業奉仕賞は該当者なしという結果になり、至らなかった点を反省 

  会員各位は自らの職業に誇りを持ち、天職として全うして下さったことと思います。 

*社会奉仕 小諸社会福祉協議会並びに小諸学舎の評議員としてボランテア活動に協力 

  第３３回ふれあい祭りのチャリテーバザーに協力 

  世界寺子屋運動キャンペーンに書き損じハガキの回収運動への協力 

*環境保全  飯綱山公園の草刈り １１月６日、２０日、そして先週６月１８日（空振りでした

が）の３日間、ご協力有難うございました。 

*新世代活動 ガールスカウト第１７団への支援、 入団式には参加出来ずに残念 

  ７月２２日 ＲＩ２６００地区インターアクト地区大会の開催 

  ９月２２日、２３日 ＲＹＬＡが松本で開催 

  ９月 新世代活動月間に卓話 

  ５月２５日 ＲＩ２６００地区ローターアクト年次大会に参加 

  黒澤会長、西川幹事、そして事務局の掛川さんありがとうございました。会員の皆様の

ご協力に感謝します。 

----------------------------------------------------------------------- 

クラブ広報・情報委員会  委員長 橋詰希望 

広報活動 

ホームページに会報を毎週載せて、誰でもがアクセスすればわがクラブの活動がいつでも

知ることができるようになっている。 



ホームページのメイン画面は変わり映えせず、活動レポートは写真の掲載などにとどまり、

内容を充実させることができなかった。 

情報活動 

会報の作成で、卓話の内容が優れていて、原稿をせっかく書いていただいたにも関わらず

手書きのため掲載できなかったことが残念であった。 

ロータリーの友の紹介はポイントのみ紹介した。 

----------------------------------------------------------------------- 

クラブ運営委員長 清水良英 

当委員会の役割は、「例会の運営」と「会員・ご家族の親睦の増進」です。 

先ず例会の運営につきましては、委員の皆様のお力を頂きまして、無難に運営できたもの

と思います。委員の皆様、多大なるご協力、本当にありがとうございました。 

次に親睦についてですが、８月の納涼家族例会はバーベキュー等の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たものと思い

ます。 

１０月は例年通りではありますが、小諸クラブとの合同例会および合同コンペを開催しまし

た。 

１２月の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、プレゼントを重視したパーティーがご好評を頂きまし

た。 

１月は新年会。３月は 25 周年ということもあり小諸高校吹奏楽部をお迎えしての創立夜間

例会を開催しました。素晴らしい演奏には感動しました。 

４月、喜多方・会津若松・母畑温泉・スパリゾートハワイアンズ・被災地である、いわき市の

海岸部等を巡る「家族親睦旅行」を開催しました。義援金のみならず、東北へ実際に出か

けてお金を消費することで復興への支援ができたものと思います。また「大善」さん、「名倉

山酒造」さんの見学ができたことは、会員の人脈を生かしたロータリークラブならではの旅

行となり、貴重な体験を胸に刻むことができました。 

黒澤会長は「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おっしゃいました。 

「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」にやらせて頂きました。 

委員長のこだわりから、多大なるご迷惑をおかけした方もいらっしゃるかと存じますが、ひ

とえに皆さんに楽しんで頂きたいとの「熱意」から生まれたものとお許し頂けたらと思いま

す。一年間本当にありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 渡辺 文夫 委員 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日 6月 18日 24 19 事前（1）  79.17％ 

前々回 6月 11日 24 22 事後（0）  修正 91.67％ 


