◆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

2017～2018 年度

◆会 長 / 小池平一郎
◆幹 事 / 小林 秋生

NO．１３７４

国際ロータリーのテーマ

◆点鐘

◆副 会 長 / 湯本 敏晴
◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 依田 晋一

平成２９年７月１８日

小池平一郎 会長

◆SAA

黒澤 明男 委員長

◆ｿﾝｸﾞ

我等の生業

◆ｹﾞｽﾄ

小泉 俊博 様 （小諸市長）

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ

朴敏貞 様

【会長挨拶】

（米山奨学生）

小池平一郎 会長

15 日（土）は小諸市民まつり「みこし」で、天気にも恵ま
れ、なかなかの人出でした。本部席におられた掛川商工
会議所会頭、渡辺副会頭、ご苦労様でした。町を歩きな
がら「今年は屋台の数が少ないんじぁない？」などと話し
をして、「きっと他にも夏祭りがあるからだよ。」と言ってお
りました。
夏祭り情報（g00gie）を開いてみましたら、岩村田祇園
祭、中野祇園祭、戸倉上山田温泉夏祭り、宮田村祇園
祭、上田市塩田兵の幟と長野県内だけでもかくも様々な
夏祭りがあると知り、さもありなんと納得した次第です。
祇園祭といえば京都東山の八坂神社（祇園社）の祭礼
が有名で、京都の夏の風物詩です。その中の山鉾行事
は重要無形民俗文化財に指定されており、山鉾行事は
前夜祭の「宵山」（よいやま）・「山鉾巡行」と後祭（あとま
つり）として有名です。
16 日に行われた健速神社例大祭も祇園祭・健速神輿と
して全国的に有名です。島崎藤村の「千曲川のスケッチ」
の中にも神輿練りの勇壮な様が描かれており、「浦安の
舞」そして宮出し、階段落しの「ヨイヨイ」という掛け声と共
に街中を練り歩き、水掛け神事、渡し台神事などを経て、
夜になって神輿の担ぎ縄を切りながら仮宮に収められる
長丁場の神事であり、小諸市無形民俗文化財となってい
ます。
我々が応援している小諸八幡宮の八朔相撲も小諸市
の無形民俗文化財であります。
健速神社は健速須佐之男命（たけはやすさのおのみこ
と）を祀る神社であり、神輿は勇ましい暴れ神輿であり、
このエネルギーで疫病を払い、五穀豊穣を願うとされて
います。
祇園祭の始まりには諸説ありますが、江戸時代には盛
大に行われていたことが古記録からわかっています。と
小諸市教育委員会のホームページに載っております。

【幹事報告】 小林 秋生 幹事
１．関 邦則ガバナーより
ガバナーエレクト（2018～2019 年度ガバナー）
伊藤雅基氏 決定
ガバナーノミニー（2019～2020 年度ガバナー）
古川静男氏 決定
２．関 邦則ガバナーより「第 29 回ＲＹＬＡ」開催案内
日時 9 月 23 日(土)・24 日（日）
場所 菅平イナリーホテル
３．例会変更
上田六文銭ＲＣ
８月１日（火）
定刻受付あり
８月１５日（火）
定刻受付なし
小諸ＲＣ
８月１６日(水)
定刻受付なし
８月２３日（水）
定刻受付あり
蓼科ＲＣ
８月１６日(水)
定刻受付なし
８月２３日（水）
定刻受付あり
４．クラブ計画書
蓼科ＲＣ
５．週報
佐久、上田ＲＣ
・例会終了後理事会
【本日の配布物】
週報 1373 号、原ガバナー月信最終号、2016～2017 年度
会計報告

◆出席報告
会員数２２名
本 日
前々回（7/4）

中河 邦忠 委員長
出席義務者２２名 免除者０名
出 席 １８名
事前 MU ０名 ８１．８２％
ＭＵ
０名 ８５．７１％

◆委員会報告
2016～2017 年度 クラブ運営委員会

橋詰希望委員長

2016～2017 年度会計報告
2016～2017 年度
2016～2017 年度

監査

中河

邦忠 会員

監査報告

◆ラッキー賞
ＮＯ．１９

中河 邦忠

君

次 週 の プ ロ グ ラ ム ： ７月 ２５日 「会 員 増 強 について」 会 員 増 強 委 員 会
次々週のプログラム ：８月 １日 「風穴の話」 大西 崇弘 氏

◆ニコＢＯＸ

橋詰 希望君

黒澤 明男君
前田 博志君
渡辺 頼雄君

橋詰 希望 委員
小諸市民まつりで朴敏貞さんに楽しん
でもらいました。小諸商業の大会で駐
車場係の高校生に飲み水を買って差
し入れしている若い女性がいて感動し
ました。
小諸商業野球部の甲子園出場を祈っ
て！
市長、ありがとうございます。
小泉市長さん、お忙しいところありがと
うございます。

小林 秋生君
中河 邦忠君
加藤 輝男君
小池平一郎君

ニコニコＢＯＸ預金の目標を達成しまし
ょう。
小泉市長、卓話有難うございます。又
ラッキー賞まで当てて頂いてうれしい
です。
高校野球小諸商業が是非優勝して頂
きたいと思います。
小泉市長、朴敏貞さんご歓迎申し上げ
ます。

【本日のプログラム】

「小諸に元気と誇りを取りもどす ～市の取り組みの中から～」
小諸市長 小泉 俊博 様

１．はじめに
２．主な事業
（1）Ｋomoro Ａgri Ｓhift（コロモロアグリシフト）
長野県小諸市は“小諸の農”のブランド力を向上させるため、
「“つくる農”から“つなぐ農”へ KOMORO AGRI SHIFT」プロジェクトを始動します。
・土地微生物の多様性と活性を見える化した生産基準策定に、行政として世界で初めて着手！
・農家の学びと交流の場として「KOMORO AGRI SHIFT」を開催！
（2）高地トレーニングエリア推進
小諸市エリア高地トレーニング推進協議会を設立し、具体的な取り組みを進めている。
（市・厚生総合病院・JA 佐久浅間・商工会議所・こもろ観光局・㈱渡辺パイプ）
（3）明治学院大学との連携
・明治学院大学とホープカレッジ（ミシガン州ホランド）は協定校
・平成 17 年、明治学院大学グリークラブが小諸で定期演奏会を行ったことや、双方とも島崎藤村
のゆかりが深いことから、学長と市長が大筋で連携協定を合意
（4）シティプロモーション事業
①ＰＲ動画
第 1 弾 小諸がアツ・イー！編
ふるさと納税をテーマに、小諸を知るきっかけや小諸市への来訪に繋がるよう、インパ
クトあふれる動画になっています。是非ご覧ください！！
第 2 弾 小諸ふるさとと市民編
小諸を応援してくれる「小諸ふるさと市民」がテーマで、第 1 弾の続編ともなっています！
②ふるさと納税（信州こもろふるさと応援寄付金）
③小諸ふるさと市民
３．おわりに

