
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サラリ－マン、公務員の方は退職後比較的元気がな

くテレビ鑑賞族は退職後一か月もすると粗大ごみとして

奥さんに嫌われ行くとこがないのが落ちだそうです。そ

うならないようにもボランティアとして住民と協働して力

を出せる様な仕組みが必要のようです。以上会長の挨

拶です。ありがとうございました。 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

１．望月宗敬ガバナーエレクトよりガバナーエレクト事務

所開設について 

  所在地 〒390-0815 松本市深志 1-5-8  

深志ビル 4Ｆ 

  TEL 0263-38-0800 FAX 0263-38-0801 

  E-mail  info@ri2600-m.jp 業務時間 10：00～16：00 

2．長岡秀秋東信第一グループガバナー補佐より 

会長・幹事会開催について 

    日時 7 月 30 日（水）17 時より 

    会場 佐久グランドホテル 

    会費 5,000 円 

3. 例会変更 

軽井沢ＲＣ    7 月 14 日（月） 定刻受付あり 

7 月 21 日（月） 定刻受付なし 

 上田六文銭ＲＣ  7 月 29 日（火） 定刻受付なし 

8 月 12 日（火） 定刻受付なし 

             8 月 19 日（火） 定刻受付あり 

8 月 26 日（火） 定刻受付あり 

 小諸ＲＣ        7 月 23 日（水） 定刻受付なし 

              8 月 6 日（水） 定刻受付あり 

              8 月 13 日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ      7 月 30 日（水） 定刻受付あり 

              8 月 6 日（水） 定刻受付あり 

              8 月 13 日（水） 定刻受付なし 

 

 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 湯本 敏晴 委員長 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 木村 宗雄君（小諸 RC） 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 七月に入り二週目を迎えました。太陽が出れば我

慢出来ない程の暑さですが、家の中に居れば朝夕

は寒い日もあります。極端に温度が上がる日も有り

ますので熱中症にならない様無理をせず日陰を探し

て行動しましょう。お体にはお互いに十分気をつけま

しょう。 

先日(６月２６日)さわやか福祉財団理事長 堀田 

力氏の文化講演会に参加して来ました。演題は活力

ある長寿社会です。 

堀田さんは京都大学法学部卒業後１９７６年には

東京地検特捜部検事としてロッキ－ド事件を担当

し，良くテレビ等で活躍をしております。１９９１年退

官後二十三年間に渡りさわやか福祉財団理事長と

して全国を回り講演してきております。 

内容は要支援者と呼ばれる身体の不自由度の比

較的軽い人達に対する生活支援（要介護 3 以下）は

介護保険制度によるサ－ビスから外され市町村の

責任で地域の助け合いによって支えることになる拠

点事業が始まります。 

生活困窮者支援．障害者支援．地域子育て支援

等も昨年法律が変わり地域の共助の力で支える事

になりました。これをどうしたら良いかと云う内容の

話でした。 

介護保険制度にはお金がかかり過ぎるので比較

的軽い人は市町村に移しボランティア等の力を借り

て運営する様になるようです。 

 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆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 

NO．１２３７  平成２６年７月８日  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 ◆ニコ BOX  清水 泰男 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木村 宗雄君 

今年度小諸ＲＣの幹事の木村で

す。 

一年間宜しくお願い致します。 

小池平一郎君 

小林会長、一年間ご苦労様でし

た。渡辺会長一年間宜しくお願い

します。木村幹事、北佐久歯科

医師会会長と両方頑張って下さ

い。 

小林 秋生君 

アルティスタサッカーチームの専

用グランドが完成しました。つい

でなどありましたら観覧にお立ち

寄り下さい。 

湯本 敏晴君 
納涼夜間例会のご出席お願いし

ます。 

渡辺 文夫君 
木村幹事さんご苦労様です。今

後とも、宜しくお願い致します。 

清水 泰男君 
ラッキー賞頂きました。有難うご

ざいました。 

神津 恭通君 

６月の無尽金を湯本さんにお渡

ししましたら千円多かったとの事

です。 

【出席報告】   黒澤 明男委員長 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日   ７月８日 ２２名 １８名 事前０名 ４名 80.00％ 

前々回   ６月２４日 ２４名 ２０名 事後１名 ７名 70.00％ 

◆委員会報告   

・クラブ広報・情報委員会   小島 勝委員 

  ロータリーの友７月号紹介 

・出席・プログラム委員会   黒澤明男委員長 

  上半期プログラム変更 

   10 月 14 日 卓話  

10 月 21 日合同夜間例会に変更 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．１２    清水  泰男君 

  

 

        

東御ＲＣ       7 月 30 日（水） 定刻受付あり 

              8 月 13 日（水） 定刻受付なし 

              8 月 20 日（水） 定刻受付あり 

佐久ＲＣ       7 月 17 日（木） 定刻受付あり 

              8 月 14 日（木） 定刻受付なし 

上田西ＲＣ      7 月 31 日（木） 定刻受付あり 

              8 月 14 日（木） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ      7 月 24 日（木） 定刻受付あり 

             7 月 31 日（木） 定刻受付なし 

             8 月 14 日（木） 定刻受付なし 

             8 月 28 日（木） 定刻受付あり 

4. 週報 

   佐久、上田東、丸子、上田西ＲＣ 

≪本日の配布物≫ 

週報 1236 号、納涼夜間例会案内、 

ロータリーの友７月号 

 

次週のプログラム  ： 「元 気 な脳 を保 つには」 堀 内 園 子 氏   

次々週のプログラム：  定 款 による休 会  

     



【本日のプログラム】   各委員長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  黒澤 明男委員長 

例会にぜひ出席して下さい。欠席の場合は食事の無

駄を出さないため前日１５時までに事務局へ必ず連絡を

お願いします。（電話２３－８１２５ ＦＡＸ２３－２７８８） 

卓話者の推薦をお願いします。 

プログラムによって例会の楽しさが決まるといわれます。

多彩で魅力ある編成をめざします。 

 

奉仕プロジェクト委員会  矢島 栄一委員長 

 当委員会の活動は、ＣＬＰ実行前のクラブ奉仕、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

がっており、その活動内容も多岐にわたっております。す

べてを網羅しようとすると広く浅く、形だけ取り繕うといっ

た活動になってしまう恐れがあるので、それぞれの委員

会がやってきたことやその趣旨をよく見直し、実のある活

動になるよう委員全員が力を合わせ、役員の皆さんのご

指導を仰ぎながら努めて参る所存です。 

 具体的な活動として現時点で予定しているのは、次の

とおりです。 

  (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（年２回） 

  (4) 各種情報の伝達 

  (5) その他（地域や社会ニーズに対して柔軟な対応を

心掛けます） 

 

クラブ広報・情報委員会  清水泰男委員長 

 当委員会は、ロータリークラブの活動を、外部の人たち

にもっと理解、しって頂きための、いわゆる広報活動とＲＩ

や地区からの情報を会員の皆さんに伝える内的な活動と

があります。 

 広報活動につきましては、現在の当クラブの置かれた状

況からかなりの制約がりますが、機会を見つけては対応し

ていきたいと考えております。会員に向けての部分では、

今まで同様、毎月の「ロータリーの友」の紹介、また「会報」

の毎週発行を大前提に委員会メンバー輪番制でこれに当

たります。内容を工夫して、親しめる会報を作りをと考えて

おりますが、何か有意義なご提案等ありましたら、ご協力の

程よろしくお願い致します。 

 

クラブ運営委員会  湯本 敏晴委員長 

 当委員会では、ＣＬＰでの委員会再編成前の、会場・親

睦・ニコＢＯＸ・会計の部門を担当します。 

●会場・親睦 

1．例会当番は受付・司会の 2 名が一か月交替で行う 

当番は、例会開始 30 分前に集合し、準備と例会後 

の片づけをする 

2．受付当番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、ご家族を含め、奮ってご参加下さい。 

[親睦活動事業計画] 

2014 年 8 月 5 日    納涼夜間例会（布引温泉こもろ） 

     10 月 21 日   合同夜間例会（ゴルフ）      

     11 月 15・16 日 家族親睦旅行（北陸方面） 

     12 月 9 日    クリスマスお楽しみ会 

2015 年 1 月 13 日    新年会 

     3 月 3 日     創立記念例会 

●ニコＢＯＸ 

 ニコＢＯＸは例会のひと時のお楽しみコーナーとして、皆さ

んのいろいろなお話を聞かせて頂きたいと思います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

               

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 

             掛川 興太郎委員長 

 ロータリー財団の地区の方針・目標を会員の皆様に伝

え、理解と協力を賜り、目標を達成する。 

[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． ロータリー財団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、新規加入をお願いする。 

利用金額の 0.3％が財団に寄付 

 

 

[米山記念奨学会] 

1．米山の寄付金が減少しているため、厳しい運 

営が続いてうりとの説明があり、寄付増進を

お願いしたいとの要請がありました。 

2．普通寄付一人 3,000 円以上、特別寄付一人平 

  均 20,000 円以上の目標達成 

3．米山奨学生のクラブ例会訪問、卓話の機会を 

設ける。米山月間に韓国からの奨学生チョン 

ヒョンさんの卓話予定 


