
 
 
 
 
 
 
 

【会長挨拶】 小林秋生 会長 
 
本日は、小諸ロータリークラブの皆さんを

お迎えして恒例の合同例会でございます。大

勢の皆様、ようこそおいで下さいました。歓

迎を申し上げます。 
過日は小諸クラブさんの創立 50 周年記念

祝賀式典にお招きをいただき、祝賀の栄に浴

して参りました。あらためて、お祝いを申し

上げたいと存じます、誠におめでとうござい

ました。 
また先日は、牧野実行委員長さんから、臨

席への御礼状を戴きました。重ねてご丁寧に

ありがとうございました。 
さて、先週の土・日曜日は 2600 地区の地

区大会で、松本市のブエナビスタホテルの会

場へ出向いて参りました。参加をされた皆様

方大変ご苦労様でございました。大会を準備

されたホストクラブはあずみ野ロータリーク

ラブでありますが、大会のテーマに「人生の

嶺、心豊かな奉仕の歩み」とうたわれており

ました。これは今年度 RI テーマとして掲げ

られた「豊かな人生」とは何であるかを勉強

する意味合いがあると、ホストクラブの赤羽

会長は説明されておりました。 
豊かな人生とは、心豊かな奉仕であり、心

豊かなコミュニケーションであると思います

が、宮坂ガバナーはご挨拶の中で、ロータリ

アンが 100 人いると、100 通りの解釈がある

とも言っておられます。 
外部へ向って発信すべきロータリーの魅力 

とは何があるのかなと考えながら、お天気は

あまり良くありませんでしたが、有意義な 2
日間でありました。 

今日は、このあと懇親のかかわりを深めな

がら、また有意義な夕べであることを願って 
おります。よろしくお願い申し上げます。あ

りがとうございました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

【幹事報告】 清水良英 幹事 
 

1．例会変更 

  蓼科ＲＣ   10 月 23 日（水）定款による休会    

定刻受付なし 

  上田ＲＣ   10 月 28 日（月）職場例会の為    

定刻受付あり 

          11 月 11 日（月）夜間例会の為    

定刻受付あり 

 

◆ラッキー賞 
 
ＮＯ ７   小島  勝 君 
 
 

◆ニコボックス 
 
小諸ロータリークラブ 
 
高木智彦様 今日はゴルフ、例会の設定とお世話に

なり、ありがとうございました。 

牧野直人様 小諸 RC50 周年記念式典には大勢の
ご参加をいただき、ありがとうございま
した。 

甘利享一様 ニコ BOX に協力します。 

掛川武彦様 いつもお世話様です。 

林 邦幸様 よろしくお願い致します。 

新井藤弘様 BOX に協力します。 

小林明宏様 合同例会は初めて参加させていただ
きます。宜しくお願いいたします 

小山良生様 エンジョイライフ、エンジョイロータリー 

高木桂三様 本日合同例会、お世話になります 
今後とも宜しくお願い致します。 

吉澤均二様 ゴルフ、ありがとうございました!! 

花岡 茁様 BOX に協力 

中野信之様 本日はゴルフお世話になりました。 

松葉亮治様 今日のゴルフお世話になりました。 

山口哲也様 ゴルフに出席できずすみませんでし
た。ニコ BOX に協力します。 

掛川 勝様 本日はお世話になります。 

柳橋萬之様 よろしくお願いします。 

鈴木直巳様 本日ゴルフありがとうございました。 

小林益三様 久しぶりに出席いたしました。よろしく
お願いします。ラッキー賞ありがとうご
ざいます。 

樽澤清子様 ちこくです。 

木村宗雄様 ― 

 

 

◆点鐘  

 

小林 秋生 会長 

◆SAA 渡辺 文夫 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ   

奉仕の理想 

田守 正彦君（上田東ＲＣ） 

高塚 源一郎君（  〃  ） 

◆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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小諸浅間ロータリークラブ 
 

 

 

 
 

【本日のプログラム】  合同夜間例会・懇親会（小諸ＲＣ・小諸浅間ＲＣ）
 
懇親会開会の挨拶／小林小諸浅間ＲＣ会長

 

宴会風景 

小林秋生君 今年度はじめの合同例会です。小
諸 RC の皆様、歓迎申し上げます。

黒田説成君 小諸クラブの皆さん、先日は卓話で
お世話になりました。

矢島榮一君 小諸クラブの皆様歓迎致します。

両川 栄君 食欲の秋、懇親会楽しみです。

湯本敏晴君 小諸 RC の皆様、歓迎致します。

矢島英夫君 合同例会、盛会を！

清水良英君 今日はとても楽しいゴルフをさせて
頂き、ありがとうございました。

橋詰希望君 今日も１日楽しかった。

【出席報告】  清水 泰男 委員

 

 会員数

本 日  10 月 22 日 

前々回  10 月 1 日 

次週のプログラム ： 地区大会報告
 

  
 

合同夜間例会・懇親会（小諸ＲＣ・小諸浅間ＲＣ）

懇親会開会の挨拶／小林小諸浅間ＲＣ会長         乾杯の挨拶／柳橋小諸ＲＣ会長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

掛川興太郎君 合同ゴルフ大会は大変楽しく一日を楽
しませていただきました。

小島 勝君 10 月入会し、先日はさっそく結婚記念
日の花をいただきました。今後もお世話
になりますが、よろしくお願いします。

小池平一郎君 親睦委員会の皆様、本日はご苦労様で
す。 

名前のみの
奥ゆかしい 
方々 

清水泰男君、依田晋一君、
黒澤明男君、西川宏君、
小山盛夫君、渡辺文夫君、

今年度はじめの合同例会です。小
の皆様、歓迎申し上げます。 

小諸クラブの皆さん、先日は卓話で
お世話になりました。 

小諸クラブの皆様歓迎致します。 

食欲の秋、懇親会楽しみです。 

皆様、歓迎致します。 

合同例会、盛会を！ 

今日はとても楽しいゴルフをさせて
頂き、ありがとうございました。 

今日も１日楽しかった。 

委員 

会員数 出席 M・U 欠席 

25 21 事前 3 名 4 

24 24 事後 0 名 0 

地区大会報告 ／ 次々週のプログラム ： ロータリー財団月間に寄せて

合同夜間例会・懇親会（小諸ＲＣ・小諸浅間ＲＣ）    

乾杯の挨拶／柳橋小諸ＲＣ会長 

 

合同ゴルフ大会は大変楽しく一日を楽
しませていただきました。 

月入会し、先日はさっそく結婚記念
日の花をいただきました。今後もお世話
になりますが、よろしくお願いします。 

親睦委員会の皆様、本日はご苦労様で

清水泰男君、依田晋一君、 
黒澤明男君、西川宏君、 
小山盛夫君、渡辺文夫君、 

 出席率 

87.50％ 

100.00％ 

ロータリー財団月間に寄せて 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    宴会風景（続

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

中締め挨拶／高木ガバナー補佐

続き） 

中締め挨拶／高木ガバナー補佐 



 

【本日の合同コンペの結果】    望月東急ゴルフクラブ  （天候 曇り） 

       （敬称略）                   

 

（優勝） 

（準優勝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＢＢ賞） 

（ＢＭ賞） 

 

【競技方法】 新ぺリア方式    

【団体戦】  ○小諸浅間ロータリー(470)  ☓小諸ロータリー(479)   

<各グロス上位５名の合計による> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

順位 氏  名 ＯＵＴ ＩＮ トータル ＨＤＣＰ ＮＥＴ 

1 中野 信之 39 44 ☓83 10.8 72.2 

 2 矢島 榮一 43 39 ○82 8.4 73.6 

3 吉澤 均二 47 50 ☓97 20.4 76.6 

4 木村 宗雄 45 52 ☓97 20.4 76.6 

5 清水 良英 48 47 ○95 18.0 77.0 

6 小山 盛夫 50 49 ○99 21.6 77.4 

7 橋詰 希望 46 47 ○93 14.4 78.6 

8 高木 智彦 51 53 ☓104 25.2 78.8 

9 樽澤 清子 52 55 107 27.6 79.4 

10 松葉 亮治 51 55 106 26.4 79.6 

11 鈴木 直巳 53 56 109 28.8 80.2 

12 小林 秋生 57 49 106 25.2 80.8 

13 竹内 健一 46 52 ☓98 16.8 81.2 

14 黒澤 明男 43 58 ○101 19.2 81.8 

15 依田 晋一 53 53 106 21.6 84.4 

6 掛川 興太郎 61 67 128 36.0 92.0 


