
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆点鐘  

 

小林 秋生 会長 

◆SAA 依田 晋一郎 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 君が代  誕生日の歌 

 

【会長挨拶】  会長 
 
新年度に入り、

本日は年度はじめ

ての例会でござい

ます。先週、会長

見習いの一年間を

顧みたところであ

りますが、今日か

らは愈々会長職本

番でございます。 
のちほど、新会長

としての思いの丈

を、述べるわけでありますが、どうぞ 1 年間、

ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
さて、今日は、一昨日、松本市立サッカー場

で観戦したアルティスタ東御の試合の話しを

致します。北信越リーグのリーグ戦は後期の中

盤を迎えており、この 7 月中に雌雄が決ります。

6 月 30 日、ヴァリエンテ富山とのアルティス

タホーム戦にちょっとしたドラマがありまし

た。前期、アルティスタ・アウェー戦では、2-0
でアルティスタが勝利。後期は何としても勝ち

たいと松本へ乗り込んで来たヴァリエンテ。

（北信越リーグでは古豪でアルティスタの好

敵手） 
前半 0-1 でヴァリエンテ先取点で折返し、後

半 20 分でアルティスタが追いつき、1-1 同点。

そのあと、両者とも譲らず、ロスタイムにもつ

れ込み、このまま行けば引分けで、勝点１点ず

つのドローとなる見込でありました。ロスタイ

ムの残り 30 秒くらいのときドラマが起きまし

た。アルティスタが攻め込んだ敵陣のゴール前、

ボールの取合いで絡み合いアルティスタを押

し倒してしまいました。 
ゴール前ペナルティエリアでファールを犯

すとペナルティキックとなり、一点ゴールはほ

ぼ致命的であります。主審の笛が高らかにピ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ー!!途端にヴァリエンテの選手が 5～6 人、ヘ

ナヘナと崩れ落ちるが如く、座り込んでしまい

ました。（腰が抜けてしばらく立ち上がれなか

った） 
よく見ると、顔をクシャクシャにして泣き崩

れておりました。この光景に私は素晴らしい輝

きをみました。 
そして筆舌に尽せない感動を覚えました。精

根尽きる最後の一秒まで諦めないで輝き通す、

このことを忘れずに私も人生を歩みたい。ちょ

っと長くなりましたが、記念すべき会長挨拶と

致します。 
        

【幹事報告】  幹事 
 

１．島田甲子雄直前ガバナーより 2012～13 年度

ガバナー事務所閉鎖について 

６月末日をもって任務を終了、7 月 1 日より島

田甲子雄直前ガバナー事務所として 

9 月末日まで残務処理を行う 

 

２．例会変更 

 軽井沢ＲＣ   7 月 8 日（月）夜間例会の為     

定刻受付あり 

          7 月 15 日（月）法定休日の為休会   

定刻受付なし 

 丸子ＲＣ    7 月 25 日（木）夜間例会の為    

 定刻受付あり 

          8 月 15 日（木）お盆の為休会  

定刻受付なし                     

8 月 29 日（木）夜間例会の為    

 定刻受付あり  

３．週報 

            佐久ＲＣ、丸子ＲＣ 

 

 

本日の配布物 

 

 週報 1191 号、クラブ計画書、 

宮坂ガバナー月信 1 号・ファイル、クラブファイル  

 

 

◆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 

2013-2014 役員 

◆会 長 / 小林 秋生    ◆副 会 長 / 渡辺 文夫 

◆幹 事 / 清水 良英    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

NO.1192 平成 25 年 07 月 02 日 



【委員会報告】 
 

クラブ広報・情報委員会     矢島委員長 

～週報を今年度からクラブで自主作成に～ 

 

◆皆勤賞 
 

黒澤 明男 君  （14） 

清水 良英 君  （4） 
 

◆ラッキー賞 
 

NO.17   両川 栄 君 
 
 
 
 
 
  

 

◆ニコ BOX  委員 

 

 

【本日のプログラム】  新年度＝新役員の抱負 

      

新役員の抱負 
          会長 小林 秋生 
 
新年度への抱負とか云われても、仲々、

大様な事は、ことさら無いので困り果てる

のですが、今日、この場に臨んでの思いの

丈を述べて見たいと存じます。 
年度を顧みてで申しましたように、やは

りロータリーの基本の活動は週毎の例会に

あると思います。わがクラブは和やかな雰

囲気の親睦味豊かな例会が綿々と続いてお

ります。火曜日の朝になると必ず、例会の

事が頭に浮かびます。入会してから、今年

で 9 年になりますが、昼食をしながらのこ

の一時間が今では外せない生活の大事なサ

イクルに組み込んでいます。しかしその上

で、会長を仰せつかった今からはちょっと

違います。例会は先週に続く今週でありま

すが、「和やかに続くこの雰囲気をこのまま

続けたい」この想いに尽きると思います。 
小林年度云々と云われる度に背中の荷物

がズシンと重たさを感じます。 

小林秋生君 

新年度、新会長を仰せつかりまし

た。何卒よろしくお願い申し上げま

す。１カ年頑張りたいと思います。 

渡辺文夫君 
本日より副会長を仰せつかりまし

た。よろしくお願い致します。 

清水良英君 

幹事として１年間よろしくお願い致

します。皆勤賞ありがとうございまし

た。 

神津恭通君 
新年度を迎えて、理事の皆さんご

苦労様です。頑張ってください。 

前田博志君 小林会長、よろしくお願いします。 

両川栄君 

新年度第一回目のラッキー賞、あ

りがとうございます。新年度良い年

でありますように。 

依田晋一郎君 
運営委員会をよろしくお願いしま

す。 

【出席報告】  依田晋一郎 委員長 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日  7 月  2 日 24 20 事前（1） 4 83.33％ 

前 々 回  6 月 18 日 24 22 事後（0） 2 修正 91.67％ 

 
 



仕事も生活も遊びも全て同じ情熱を注い

で進みたい。この想いを持って一年間励み

たいと存じます。 
副会長の渡辺さん、幹事の清水さん、各

委員長の皆さん、何卒ご協力をよろしくお

願い致します。殊に前会長の黒澤さん、前

幹事の西川さん、御指導をよろしくお願い

します。 
通常の例会以外に予定されるイベント例

会、納涼、家族旅行、クリスマス等は依田

委員長にお願いし、ご家族が本当に楽しく

参加できる、そして想い出に残るような素

晴らしい行事にして行きたいと考えており

ます。非力で不安いっぱいの会長でありま

すが、全身全霊で頑張りたいと思っており

ます。最後に事務局の掛川さん、ご支援の

程、よろしくお願いします。 
以上、抱負の発表にかえたいと思います。 

  
 

 
新役員の抱負 

          

副会長 渡辺文夫 
 
 本日より副会長を

お引き受けいたしま

した渡辺です。    
 
 

 

一年間見習いとしていろいろ勉強させて

いただきます、私としては大変力不足で不

安ですが、小林会長や清水幹事と協力して

益々楽しく活気に満ちた小諸浅間ロータリ

ークラブになりますよう活動したいと思っ

て居ります。皆様方のご協力をお願い申し

上げます。 

 

新年度の抱負 

            
幹事 清水良英 

 

新年度幹事として

の抱負を述べさせて

頂きます。 

ここに「クラブ幹事

要覧」なる冊子があり

ますが、最初のページに幹事の「役割と責務」

について書かれています。「幹事としての主な

責務はクラブの効果的な運営を支えることで

す。」という言葉に続いて、「えっ、こんなに沢

山あるの！」という程、いろいろな責務があるの

で少し驚くとともに不安になりました。そんな経

験不足の私ですので事務局の掛川さんを筆頭

に、１５名の幹事経験者の先輩に教えて頂きな

がら、一年間小林会長をお支えするとともに、

メンバーの皆様の楽しく、そして有意義なクラ

ブライフのお手伝いができればいいなと思って

います。 

どうぞ皆様、一年間よろしくお願いいたしま

す。 

 

 


