◆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 3 階
◆会 長 / 橋詰 希望
◆幹 事 / 黒澤 明男

2018～2019 年度
国際ロータリーのテーマ

NO．１４５８

◆点鐘

橋詰 希望 会長

◆SAA

前田 博志 委員

◆ｿﾝｸﾞ

それでこそロータリー

◆ｹﾞｽﾄ

山岸 喜昭 様 （長野県議会議員）

【会長挨拶】

◆副 会 長 / 前田 博志
◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新井 粒太

令和元年５月２１日

橋詰 希望 会長

先週の小諸クラブとの合同夜間例会は、大変楽しく交流
ができました。代替わりも進んでおりますが、新入会員も増
えてきて今後の交流も楽しみです。
個人の優勝は会報にも載せてありますが小林秋生さん
でした。誠におめでとうございます。
対抗戦は最近の 2 年ぐらいは我がクラブの負けが続いて
おりましたが、望月完さんの活躍もあり、グロス上位を私た
ち小諸浅間クラブの 4 人のメンバーが占めるという、今まで
になくぶっちぎりで勝利することができました。小諸クラブは
ポイントゲッターのＮさんが矢島、望月 2 人の包囲網によっ
て失速してしまいかわいそうな結果となってしまいました。
彼は小池ガバナー補佐主催の東信第一グループのコンペ
では、小諸浅間のメンバーになっていただき一番貢献してく
れ、準優勝する立役者であったこともあわせてご報告いたし
ます。まさしく昨日の友は今日の敵ということを実感しまし
た。
5 月の卓話に来ていただいた八幡宮の曽根徳隆様から、
我がクラブが化粧まわしを奉献したということで、長野県神
社庁と神社総代会北佐久市会の連合の大会で表彰してく
ださるというご案内をいただきました。
日時は 6 月 6 日、佐久平交流センターで行われます。多数
の皆さまのご来場をお願いいたしますということですが、参
加してくださる方はいますでしょうか。私は当日小諸市のイ
ベントがあり役もいただいていて出席できませんが、幹事の
黒澤さんがクラブを代表して出席していただけます。よろしく
お願いいたします。
今日の卓話は長野県会議員の山岸喜昭さんにお願いい
たしました。お忙しいところありがとうございます。

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事
１． ロータリーの友事務所より
「ロータリーの友」縦組の「友愛の広場」欄内で 2019 年 7
月号から「私の宝物」欄がスタート思い出の品、家族、
ペットなど投稿をお願いします
２．第 2600 地区事務所よりガバナー月信 4 月号について
先月配布のガバナー月信 4 月号誤りがあり、本日のガ
バナー月信 4 月号と差し替して下さい

３．東信第一グループ小池平一郎ガバナー補佐より「会
長・幹事会及び新旧引継ぎ会」について
日時 6 月 14 日（金）17:30 より
会場 佐久グランドホテル
４．長野県佐久保健福祉事務所より「薬物乱用防止 6・26
街頭キャンペーン」について
日時 6 月 23 日（日）13：30～15:00
場所 イオンモール佐久平、佐久平駅前広場
５．週報
佐久、佐久コスモスＲＣ
・来週 5 月 28 日（火）定款による休会
6 月 4 日（火）クラブ協議会（次年度委員会計画）夜間例
会 18 時より
各委員長さんはクラブ計画書の原稿をご持参下さい。
≪本日の配布物≫
週報 1456・1457 号、理事会報告、2019～2020 年度委
員会構成表、ガバナー月信 4・5 月号

◆出席報告
会員数 ２１名
本 日
前々回（5/7）

黒田 説成 委員長
出席義務者 ２１名 免除者 ０名
出 席
１６名
事前 MU
３名 ７６．１９％
ＭＵ
０名 ８０．９５％

◆ラッキー賞
ＮＯ．９

◆ニコＢＯＸ

矢島 栄一 君

矢島 栄一 委員

山岸 喜昭様

統一地方選挙におきまして 3 期目県政
に送っていただきましてありがとうござ
いました。長野県政・小諸市発展の為
全力で頑張っていきますのでよろしくお
願い致します。

前田 博志君

山岸さん、ありがとう。

黒澤 明男君

先週、合同夜間例会欠席して申し訳あ
りませんでした。山岸県議のお話楽しみ
にしております。

中河 邦忠君

所用の為、早退致します。

掛川興太郎君

職業奉仕の為早退致します。

矢島 栄一君

山岸県議にラッキー賞を当てていただ
きました。先週に続いて連続受賞で初
めての経験です。

望月 完君

誕生祝のお祝いを頂きまして大変恐縮
です。ありがとうございました。50 歳台、
最後の年ですので楽しく過ごせればと
思います。

【本日のプログラム】

『県政報告』

小林 秋生君

5 月 15 日小諸ＲＣとの合同夜間例会、
昼の部のゴルフコンペで優勝させて頂
きました。今後も続けて頑張りたいと思
います。

長野県議会議員 山岸 喜昭 様

４月の統一地方選挙戦におきまして、3 期目、県政に送り出していただきまして誠にあ
りがとうございました。
先輩・同志・仲間の皆さんの暖かい御支援と、御協力をいただいております事に心から
感謝申し上げます。小諸はじめ、地域の持つ課題に対しまして、細部に目が届くよう、
初心に振り返り県との更なる、太いパイプを創ってまいります。引き続き、長野県発展
のため、小諸市発展のために全力で取り組んでまいりますのでどうぞよろしくお願いい
たします。
先週、臨時議会が開会されました。正副議長はじめ、常任委員、特別委員会など所属と正副委員長が選出されました。
常任委員会では、県民文化健康福祉委員会に所属となりました。主に、地域の芸術文化の創造、子供の育成支援、国際交
流の推進、高齢者・児童・障がい者などの福祉、健康づくりの推進や医療の整備、食品衛生などについて調査や議案等の
審査をします。
また、特別委員会では、議会運営委員会に所属し、委員長に指名されました。県議会の運営が円滑に行われるよう、必
要な事項について協議します。また、議会の規律、規定などについての審議をします。３期目にあたりまして、開かれた県政
と県議会を目指し、地域のことは地域が進める「地域主権の改革」を進め、これまでの経験を活かし、顔の見える活動をして
いきます。
また、議会提案力を上げるために政策研究を進め、議員提案による政策条例を提案できるような取り組みをしたい。
地方議員のなり手がいない、地方自治の広報活動、大学、学生との交流を進め地方自治に目を向ける活動を目指す。
今、長野県の抱える課題、これからの活動を報告します。
１． 最重要課題は人口減少・少子化対策と捉えています
２． 浅間山麓広域連携で地域経済の活性を進める
長野県の人口 ２、０５２、０３３人 ４月１日現在
起業・創業の支援
県内移住 楽園信州推進協議会
技術職など人材育成と雇用の促進
２０１８年度２，３１５人 増加した
農業・林業の振興と産業・観光の活性化
県内高校生の流出
中部横断自動車道の早期にルートの決定、
県立大など新設 郷学・郷就で人材育成
予算確保
高校再編・学び改革の推進
基礎学力の向上と魅力ある学校づくり
４．豊かな自然環境を守ります
３、 健康長寿県の推進
地球温暖化防止対策
医療・福祉・介護の人材確保
森林環境税・県森林税で豊かな森林づくり
がん対策等の健康増進対策を推進する
浅間ジオパーク構想の実現
信州ＡＣＥ（エースプロジェクト）の推進
５．安全・安心なまちづくりを進めます
６．行政改革を進めます
強靭化を進め、災害に強い防災・減災対策
県債発行の抑制と財産健全化
防犯対策の向上と特殊詐欺の撲滅
各審議会等への女性の活躍の場づくり
警察官・消防団員の増員確保
地域発元気づくり支援金の拡充
活力あふれる「観光都市」を目指します。住みたい街「環境都市」を目指します。選ばれる街「未来都市」を目指します。
子供達の未来に夢を！
小諸に元気な明日を！ 長野県の更なる発展を！目標に取り組んでいきます。
平成から「令和」の時代に入りました。
平成の時代は、地震、噴火、台風など世界各地で災害の多い時代であったように感じます。新しい「令和」の時代が、
世界の平和と日本・長野県が災害の無い平穏な時代であります事を願うばかりであります。ＲＣの益々の御発展と御活躍
を御祈念申し上げまして県政報告とさせていただきます。

次 週 の プ ロ グ ラ ム ： ５月 ２８日 「定 款 による休 会 」
次々週のプログラム： ６月 ４日 「クラブ協 議 会 （夜 間 例 会 ）」次 年 度 委 員 会 計 画

