◆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 / 黒澤 明男
◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 加藤 輝男
◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 朝倉 俊次

2020～2021 年度
国際ロータリーのテーマ

NO．１５１５

◆点鐘

黒澤 明男 会長

◆SAA

青松 英和

◆ｿﾝｸﾞ

君が代・誕生日の歌

令和３年４月６日

委員

◆誕生祝
川野 義春会員

◆結婚祝
小池平一郎会員 瑞穂夫人
渡辺 頼雄会員 常子夫人
加藤 輝男会員 まさ子夫人

◆皆勤祝
矢島栄一会員（13） 望月 完会員（1）

クーベルタンが強調したかったのは「征服したかどうか
にあるのではなく、よく闘ったかどうか」の部分であったは
ずですが、人々の記憶に残ったのは司教の、冒頭の「オリ
ンピックにおいて重要なのは勝利することよりむしろ参加
したことであろう」でありました。それが、引用者であるクー
ベルタンの”名言として後世に残り、第 10 回ロサンゼルス
大会以降の、選手娯楽室にはクーベルタンの「言葉」とし
て掲げられています。私個人の感想ですが参加することも
大切ですが日本人の代表として戦って、その結果がメダ
ルになればこんなうれしいことはないと感じています。勝っ
てなんぼの世界です。という私は心の貧しい狭い人間で
はと反省しております。
本日は楽しみにしていた倉本会員の自己小伝です。ノ
ーギャラで楽しい話を聞いて、知識を吸収し、異業種の経
営者の見識を拝聴できること、ロータリアンならではの特
権です。よろしくお願いします。

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

【幹事報告】 加藤 輝男 幹事

オリンピック・イヤーの幕開けです。商業主義のはびこる
最近の大会で「とりあえず参加」「楽しんできます」などと言
えば炎上間違いなしと思います。欲と思惑、勝ってなんぼ
の世界であります。
では「参加することに意義がある」という名言はどこにい
ったのか、この言葉の由来は 1908 年ロンドンで開催された
第 4 回大会、オリンピック参加が国別となった大会で開会
式がアルファベット順、国旗を掲げて入場行進が採用さ
れ、ナショナリズムの台頭、誇示する大会において、急成
長著しい米国選手団は国旗が掲揚されなかったことから
英国王への欠礼するなどスポーツ宗主国、特に英国への
反感、そして国威高揚、競争をあからさまにしました。
こんな険悪なムードを憂慮、米国から選手団に随行した
ペンシルベニア大司教エチュルバート・タルボットは自国選
手たちに対し、こう強く諭しました。
「オリンピックにおいて重要なのは勝利することよりむしろ
参加したことであろう」IOC2 代会長ピエール・クーベルタン
はその言葉を聞きつけ、5 日後に大会役員が集まるレセプ
ションで以下のようにスピーチを行いました。「ペンシルベ
ニアの司教が述べられたのは、まことに至言である。人生
において重要なことは、成功することではなく、努力するこ
とである。根本的なことは征服したかどうかにあるのでは
なく、よく闘ったかどうかにある。このような教えを広めるこ
とによって、いっそう強固な、いっそう激しい、しかもより慎
重にして、より寛大な人間性を作り上げることができる」
(「名言の正体 大人のやり直し偉人伝」山口智司著・学研
新書)

１．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート変更に
ついて
４月より 1 ドル＝１10 円（現行 106 円）に変更
２．佐久コスモスロータリークラブより創立 30 周年記念式
典について
4 月 17 日（土）予定の式典縮小開催（クラブ会員・寄
付先関係者のみ） 祝賀会中止
３．例会変更
上田ＲＣ
４月１９日（月）
例会あり
佐久コスモスＲＣ ４月１９日（月）
定刻受付なし
５月 ３日（月）
定刻受付なし
上田六文銭ＲＣ
４月 ６日（火）
定刻受付なし
上田東ＲＣ
４月 ７日（水）
定刻受付なし
東御ＲＣ
４月 ７日（水）
定刻受付なし
４月１４日（水）
定刻受付なし
４月２８日（水）
定刻受付なし
丸子ＲＣ
４月 ８日（木）
定刻受付なし
上田西ＲＣ
４月 ８日（木）
定刻受付なし
４月１５日（木）
定刻受付なし
４月２９日（木）
定刻受付なし
５月 ６日（木）
定刻受付なし
【本日の配布物】
週報 1514 号、ガバナー月信 4 月号、

◆出席報告

◆ラッキー賞

望月 完 委員

会員数 ２１名

出席義務者 ２１名 免除者 ０名

本 日

出 席
事前 MU

前々回（3/23）

◆ニコＢＯＸ

黒澤 明男君

加藤 輝男君

ＭＵ

ＮＯ．９

中河 邦忠 君

１５名
０名
０名

７ １ ．４３％
７６．１９％

橋詰 希望 委員、
掛川さん東京 2020 オリンピック聖火ラン
ナーお疲れ様でした。カッコ良かったで
すヨ！！倉本さんの卓話、楽しみにして
いました。よろしくお願いします。
結婚祝、ありがとうございます。また、一
つ年を取った感じですがうれしい様なさ
びしい様な複雑な気持ちです。先日、聖
火リレー応援に来られた方ありがとうご
ざいました。掛川興太郎さん完走おめで
とうございます。後ろ姿すごく若く、感じ
ました。私も若くしたいと思いました。

渡辺 頼雄君

結婚祝、ありがとうございます。

矢島栄 一君

皆勤祝を頂きありがとうございました。倉
本会員の自己小伝楽しみです。

【本日のプログラム】 「自己小伝」 倉本 浩行 会員

中河 邦忠君
橋詰 希望君
青松 英和君
小池平一郎君
掛川興太郎君
望月 完君

本年度二度目のラッキー賞、ありがとう
ございます。
聖火ランナー掛川さんと一緒の写真をフ
ェイスブックに揚げたところ、凄い反響で
した。
本日、3 番目の男の子の孫が中学校へ
入学しました。
結婚祝を頂けるとの事でニコＢＯＸしま
す。孫娘が今日、中学校の入学式です。
倉本さん自己小伝楽しみにしています。
聖火ランナーのトーチを上野さんから受
けて走りました。年を感じました。
初の皆勤祝ありがとうございました。こ
れから 10 回、20 回を目指してガンバリま
す。

次 週 のプログラム：
４ 月 １ ３ 日 「 化 粧 まわし贈 呈 式 」
次々週のプログラム：
４ 月 ２ ０ 日 「 会 員 増 強 について」

会員増強委員会

