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平成 24 年 06 月 26 日

◆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
2011-2012 役員
◆会
長 /
◆幹
事 /

◆点鐘
◆SAA
◆ソング
◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ

前田 博志 ◆副 会 長 / 黒澤 明男
渡辺 頼雄 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一

前田 博志 会長
黒田 説成 委員
手に手つないで
美斉津洋夫様 小諸 RC 会長
大井邦弘様 小諸 RC 幹事

【会長挨拶】 前田 博志 会長
とうとう会長として最終の挨拶になりまし
た。１年間支えて頂いて誠にありがとうござ
いました。無事任期を全う出来て本当に感
謝しています。
最初に黒澤副会長、橋詰直前会長。お
二人は、本当に優しいですね。あらゆる場
面で、微に入り細に入り助けて頂きました。
神津増強・矢島情報・清水親睦・若林出
席・小林奉仕・中河国際、各委員長には本
当にお世話になりました。
もしこの方々がいなかったら、とても過ご
せなかったと思うほどの一年でした。感謝
に耐えません。楽しかったですね。ピットー
レ・三津（みと）海岸・サンピアでのクリスマ
ス家族例会。
渡辺幹事には、当初から無理を言って、
ご就任頂いた役職です。大変お世話になり
ありがとうございました。１年間を通じて、い
つも横にいてくれて、とても力強かったで
す。
小林副幹事には、私達二人とも、とても
助けて頂きました。ごめんね。ありがとうご
ざいました。
掛川事務局には、私がいろいろなちょび
ちょびしたことをしたので、最初から最後ま
でとてもストレスが強かったと思いますが、
常に支えて頂いてありがとう。感謝していま
す。
入会して２３年になりますが、会長職をさ
せて頂いたこの１年間が最も楽しい一年間
になりました。
今度は、黒澤さん、小林さんに、ご恩返

しをしていきたいと思っています。
頑張りたいと思います。
全ての皆さんに感謝しています。ありが
とうございました。
【幹事報告】 渡辺 頼雄 幹事
1. 都筑ガバナーより
ロータリー財団及び米山記念奨学会
への寄付礼状
一人当たりロータリー財団 110.75 ドル
米山記念奨学会 13,273 円
・明日 27 日（水）、午前 8 時 15～30 分、
都筑ガバナーがＳＢＣラジオ放送に出演し、
東日本大震災復興支援の義援金のことでイ
ンタビューを受ける予定となっておりますの
でお知らせ致します。ぜひお聴き下さい。

2. 2012 年度東信第一グループ
丸野幸子ガバナー補佐より
第 1 回会長・幹事会開催について
日時 7 月 21 日（土）18：30～
場所 一萬里ホテル
3. 例会変更
佐久コスモスＲＣ
7 月 16 日（月）法定休日の為休会 定刻受付なし
7 月 30 日（月）ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑの為 定刻受付あり
8 月 13 日（月）定款による休会
定刻受付なし

本日の配布物
週報 1143 号
【委員会報告】
会員増強委員会
神津 恭通委員長
合同例会時囲碁大会について 等
◆ラッキー賞
No.8

美斉津 小諸 RC 会長

◆ニコ BOX 両川 栄委員

美斉津洋夫様

大井邦弘様
黒澤明男君
小池平一郎君

1 年間お世話になりありがとうござ
いました。すばらしい前田会長さん
始め皆様に親しくさせていただき
感謝申し上げております。次期黒
澤年度のご発展をお祈り申し上げ
ます。
1 年間お世話になりありがとうござ
いました。
前田会長、渡辺幹事 1 年間ご苦労
様でした。
社会奉仕の為、早退致します。役
員の皆様 1 年間御苦労様でした。

【本日のプログラム】
奉仕プロジェクト委員会

前田年度の年末大晦です。どうぞ
小林秋生君 黒澤新年も良い年度でありますよう
に祈ります。
清水泰男君 皆さんありがとうございました。
前田博志君 1 年間ありがとう。
職業奉仕の為
依田晋一君
前田会長 1 年ありがとう。
渡辺頼雄君 今年一年ありがとうございます。
神津恭通君

囲碁初心者の講演会参加して下さ
い。6 月 30 日

下半期を顧みて 会長・副会長・幹事・各委員長
委員長 小林 秋生

昨年の夏から早 1 年が過ぎました。本当に速度の速
い 1 年であった気がします。東日本大震災の復興のニ
ュースに明け暮れた一年でもありました。先日のテレビ
報道を見ました。震災直後の家族も財産もみんな流さ
れた被災者たちの悲しみ、今はそれよりもこれからの
人生をどうやって生きればよいか。暗くて、重くて、深い
傷を負った苦しみがダラダラ続いていることを知りまし
た。
当クラブの一年は、強烈な前田会長のリーダーシップ
に導かれた一年でもありました。職場例会なども前田
会長に頼り切っておりましたが「会長、本当にありがと
うございました」。この場を借りて、改めてお礼を申し上
げます。会員増強委員会の方もありましたが、私として
は何の結果も出せず「神津委員長、本当に申し訳あり
ませんでした」。罰として３年目、また増強委員に残さ
れました。あと、幹事補佐としては粛々とお役目を果た
せたことは、満足しております。来期、今度は会長補佐
です。黒澤会長、ご指導よろしくお願い致します。

クラブ広報・情報委員会

委員長 矢 島 栄 一

今年度、クラブ広報情報委員会は大きく二つの目標
を掲げて活動してきました。ホームページの立ち上げと
クラブ会報の自主製作という二つです。
前田会長や渡辺委員・清水委員のお二方、クラブ会員
の皆さんのご理解やご協力の下、どちらの目標もほぼ
形というものができあがったのではないかと考えており
ます。また、この二つの活動を進めるなかで、東信電
気土木ＩＴ事業部の中河純子さんには、いろいろな面で
指導・ご支援をいただいたこと、改めて感謝申し上げた
いと思います。
ホームページは、世間に小諸浅間ロータリークラブの
存在や活動内容を知らしめることを基本的な目的とし
ており、さらに会員相互の情報伝達やコミュニケーショ
ンの場としても活用が期待されます。今後も、手間とコ
ストとの相談になりますが、内容を徐々に充実させて
魅力あるホームページになるよう皆さまのご協力をお
願いします。
会報の自主製作については、現状ではまだ手間がか
かる傾向にあります。パソコンも購入していただき、↙

↘作成フォームに入力するだけで比較的スムーズに短時間で原稿ができるようになっていますが、あくまでパソコン
を使い慣れていることが前提です。「簡単パソコン教室」などの開催により、大勢の方に原稿データの作成や画像
の取り込みなどをマスターしてもらうような企画もありかと思います。課題もいろいろとありますが、さらに充実した
会報やホームページになっていくよう、引き続き協力させて頂きたいと思っております。

【出席報告】 依田 晋一郎 委員
本 日 6 月 26 日
前々回 6 月 12 日

会員数
23
23

出席
22
22

M・U
事前（2）
事後（0）

欠席

出席率
95.65％
修正 95.65％

