
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆点鐘  

 

小林 秋生 会長 

◆SAA 湯本 敏晴 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 

奉仕の理想 

栁橋 萬之君 （小諸ＲＣ会長） 

新井 藤弘君 （小諸ＲＣ幹事） 

 

【会長挨拶】  会長 
 
夏本番、愈々暑い季節がやって参りました。関

東甲信地方は先週の土よう日、7月6日に西日本

各地より早く、つゆ明けが発表になりました。 

平年より 15日も早いそうですが、つゆ入りも確

か、5月末日で早かったので期間とすれば一ヶ月

と一週間くらいで、まあまあ普通ですかね。 

しかし明けた途端に 35°～36°のこの暑さで

す。皆さん熱中症に気をつけましょう。 

７日の日曜日、私は松本のサッカー場で試合の応

援で夢中でした。午后2時キックオフ、気温35℃、

この中で旗を振って太鼓をたたいて騒ぐんです。 

 ポカリスエットを 3本からにして水分は取ったの

ですが、試合が終わると頭がボー!として気が遠く

なって、気が付くとその場の芝の上に長々と倒れ

ていました。しばらく、くさむらに寝ていて活きかえ

り事無きを得ましたが、72才を過ぎて、こんなこと

は無謀だとはじめて気がつきました。試合の結果

は、終了間際にPKを取られて0-1で負けました。

先週の試合と正反対で、倒れこんだのは負けたせ

いでもありました。 

さて、本日は各委員長さんの新年度抱負の発

表があると思います。 

よくお話しをお伺いして、より活力のある活動を

心掛けて、今年度のクラブ運営を盛り上げていき

たいと考えております。また本日夕には新旧役員

の意見交換を交えて懇親会が開かれます。忌憚

のないご意見、ご提案を戴き、かつ胸襟を開ける

場となることを期待しておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

皆様のご健勝を祈り、熱中症に注意を呼びかけ

たら、会長のご挨拶と致します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

【幹事報告】  幹事 
 

１．宮坂ガバナーより第25回ＲＹＬＫ開催について 

  日時 9月28日（土）29日（日） 

  場所 ホテル紅や（諏訪市） 

 

２．2012～2013年度、丸野幸子東信第一グルー

プガバナー補佐より一年間の礼状 

 

３．小諸ＲＣより創立50周年記念式典案内 

  日 時 10月5日（土） 

受付13:00～  

式典13:30～15:00  

記念講演 15:10～16:30 

   祝宴 16:45～18:40 

  場 所 小諸グランドキャッスルホテル 

  登録料 10,000円 

 

４．例会変更 

  上田ＲＣ  7月 29日（月）夜間例会の為    

定刻受付あり 

          8月 12日（月）定款による休会    

定刻受付なし 

  上田六紋銭ＲＣ 7月23日（火）夜間例会の為    

定刻受付あり 

            7月30日（火）定款による休会    

定刻受付なし 

            8月13日（火）定款による休会    

定刻受付なし 

  東御ＲＣ    7月 17日（水）定款による休会    

定刻受付あり 

           8月 7日（水）夜間例会の為     

定刻受付あり 

            8月14日（水）定款による休会    

定刻受付なし 

         8月 21日（水）会場変更      

定刻受付なし 

            8月28日（水）合同ガバナー公

式訪問の為 定刻受付あり 

  千曲川ＲＣ   7月 24日（水）親睦例会の為    

定刻受付あり 

            7月31日（水）定款による休会    

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 

◆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.1193平成25年07月09日 



           8月 7日（水）合同例会の為     

定刻受付あり 

            8月14日（水）定款による休会    

定刻受付なし 

  上田西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           

５．週報 

   上田東、上田西、東御、白馬ＲＣ   

 

・クラブ計画書訂正のお願い 

  Ｐ．28 第8条 入会金及び会費  

第1節入会金は、50,000円を20,000円に訂正 

転勤に伴う新入会員は、30,000円を 10,000円

に訂正 

本日の配布物 

 週報1192号 

 

 

 

【委員会報告】 

 

クラブ広報・情報委員会  小山盛男 委員 

  ～「ロータリーの友」内容紹介～ 

会員増強委員会  前田 博志 委員長 

  ～次回プログラムのご案内～ 

前会長  黒澤 明男 会長 

  ～前年度年間皆勤者の発表～ 12名 

 

◆ラッキー賞 
 
ＮＯ１５   黒田 説成 君 
 

◆ニコBOX  委員 

右から栁橋萬之君、新井 藤弘君 

  （小諸ＲＣ新会長、新幹事） 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】  各委員長の新年度挨拶 

   
会員増強委員会 
   委員長 前田博志 

   
会員増強は、クラブにと

って、最重要な喫緊の課

題です。 

新会員がもたらす、次の

様な恩恵を再確認し、会員増強に最大限の

エネルギーを傾注していきます。 

①奉仕能力の増幅 

②将来の指導者 

③多様性 

④新アイデアと活気 

⑤クラブの長期的存続 

2600地区委員会でも次の様に目標を掲げまし

た。 

①  RLI方式を活用し、会員増強と退会防

止に努める。 
② 若い活力ある多様性のある新会員の増強。 

③ SAKUJI作戦の推進奨励 

これらの行動指針にのっとり、より魅力的な

クラブで有り続ける事が肝要です。 

2名以上の増員を目標とします。 

栁橋萬之君 よろしくお願い申し上げます。 

新井藤弘君 一年間よろしくお願いいたします。 

小林秋生君 

小諸ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新会長栁橋様、新幹

事新井様ようこそおいで下さいました。

歓迎致します。 

黒澤明男君 

皆勤賞を頂きありがとうございます。小

林会長、清水幹事のご活躍を期待しま

す。 

黒田説成君 

脱走した愛犬光ちゃんの話しです。我

が家を脱走して前の飼主(望月)へ３ヵ

月かけて帰っていました。びっくりです 

【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  9日 24 21 事前3名 3 87.50％ 

前々回  6月 25日 24 22 事後3名 2 91.67％ 

次回のプログラム ： 会員増強について ／ 次々 回のプログラム ： ガバナー補佐の事前訪問     
 



 
 
クラブ運営委員会 

   委員長 依田晋一 
 
 当委員会では CLPでの

委員会再編前の会場、親

睦、ニコ BOX、会計の部門

を担当します。 

１．会場•親睦 

(1) 例会当番は、受付、司会の 2名が一ｶ月毎に

交代で行う。 

当番は、例会開始 30分前に集合し、準備と例

会後の片付けをする。 

（2） 受付担当者は、ゲスト並びにビジターを、笑

顔で心を込めてお迎えし指定の席へご案内す

る。 

（3） 都合で当番者が欠席になる場合には、必ず

代理を依頼し、その旨予め事務局に連絡してお

く。       

(4) 例会中は、禁煙とする。 

(5) 親睦活動は、クラブ運営の大きな柱であると考

えますので、ご家族も含め、奮ってご参加くださ

い。 

  ２．親睦活動行事計画 

納涼夜間例会、 

合同夜間例会（望月東急ゴルフクラブ） 

家族親睦旅行 

クリスマス お楽しみ会 

新年会 

創立記念例会 

 

3. ニコ B O X 

ニコ BOXは、例会中のひとときのお楽しみコ

ーナーとして、皆さんのいろいろなお話しを聞

かせて頂きたいと思います。 

(1) クラブとしての年間目標はあえて決めません

が、各会員最低毎月一回は、お願いします。 

（2） ゲスト及びビジターにニコ BOXして頂いた

時には粗品を差し上げ、ビジターが地区外か

らお見えの場合は、バナーを進呈する。

  
 

出席・プログラム委員会 

委員長 橋詰希望  

 

クラブ例会の出席は会員の義務でありますが、

楽しい例会でなければ出席しようという気持ちも薄

れてしまいます。魅力あるプログラムを組むことで

出席率を高めたいと考えています。渡辺前委員長

はいろいろな方面から、卓話のお願いをしていた

だき充実したプログラムを組んでくださいました。 

 

 

 

プログラム委員だけでなくすべての会員から卓

話の情報をいただきたくご協力をお願いいたしま

す。 

又、食事の無駄をなくすために、無断欠席は無い

ようにお願いいたします。 

欠席の場合は前日１５時までに事務局まで連絡を

お願いします。 

 

 

クラブ広報・情報委員会 

   委員長 矢島栄一 

 

【広報活動】 

ロータリークラブのこと

をもっと外部に知ってい

ただくための活動です。

ホームページをさらに見

やすく、充実したものにしていきます。また、他委

員会とも連携してマスメディアへの働きかけを積極

的に行い、クラブ活動の紹介等によりロータリーク

ラブの知名度アップを図ります。 

 

 

【情報活動】 

会員向けの情報提供活動です。上部機関から

の伝達や会員相互の親睦に関すること、例会の記

録も必要です。有益な卓話を残すことも重要だと

思います。会報ですべてを網羅することは難しく、

いくつかの課題もあります。会報のスタイルや作成

方法について根本的に見直しすべき時期にあり、

つくり易さ・見やすさなどさらに追求していきます。 

「ロータリーの友」の内容紹介は、ロータリークラ

ブの方針・他クラブの活動内容を理解するうえで必

要であり、引き続き行っていきます。 

どうかみなさんのご協力をお願いいたします。 

 

 



. 

奉仕プロジェクト委員会 

 委員長 清水泰男 

 

当委員会は、その事

業内容が組織改編以

前のクラブ奉仕、職業

奉仕、社会奉仕、環境

保全、新世代活動の 5

委員会にまたがり、非常に幅広くかつ多岐に

わたつております。そのためなかなか焦点が

絞りにくく、現時点では、以下の通りです。 

 

 

(1)職場例会の開催 

（2）職業奉仕賞の選定と表彰 

（3）飯綱山公園の整備 

(4) 各種情報の伝達 

(5) その他 

その他は、社会的ニーズ及び地区並びにクラ

ブの要請等に応じて柔軟に対応して參りま

す。 

ご協力の程よろしくお願し、致します。 

 

 

ロータリー財団・米

山記念奨学会委員会 

委員長 黒田説成 

 

各寄付金について

は、地区の方針・目標

を会員の皆さんに伝え、

ご理解とご協力のもと

に目標を達成して參ります。 

【ロータリー財団】 

① 年次プログラム基金寄付目標、一人平

均 150 ドルを達成する。 

② ロータリー財セミナー等に出席し、「未来の

夢計画」を理解し、推進する。 

③ ロータリーカード（スタンダード年会費無料、

ゴールド年会費10,500円のうち3,000円がＲ

財団に寄付、利用金額の0.3％が財団に寄

付）新規加入をお願いする。 

 

【米山言己念奨学会】 

① 普通寄付一人 3,000 円以上、特別寄付一

人平均 20,000 円以上の目標の達成。 

② 米山奨学生のクラブ例会訪問、卓話の時間

を設ける。 

 


