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会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶                小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

    

    中部電力中部電力中部電力中部電力 OB  KOB  KOB  KOB  K さんの思い出さんの思い出さんの思い出さんの思い出    

私が小嶋製作所に入った時、K さんと言う中部

電力 OB の方がおられました。仕事熱心で優秀な

技術屋さんでした。戦後、中電に入る前は、中島

飛行機の設計に携わっていたという事でした。 

私が会社へ入って、K さんと 4～5 人で志賀高

原の平穏発電所へ機械装置の点検に行きました。

中電からも、点検の立ち合いに来られました。「ス

トレーナーの分解を。」と言われ 2 人で分解し中

電の担当者に確認をもらい、また小 1 時間ほどか

けて組み立てました。そこに K さんが来て、「私

は確認していないから、済まないがもう一度バラ

してくれ。」と言うので、「この仕事は請けの仕事

ではなく、あくまでも中電の点検のお手伝いでや

っているし、またもう一度なんて納得できない。」

と食い下がると、「頑固な年寄りのお願いと思っ

て頼む。」と頭を下げられ、また中電の担当者も「悪

いがもう一度お願いしたい。」と K さん以上に頭

を下げられ、渋々また一から同じことをやりまし

た。会社の戻り同僚に愚痴ると、「私らも同じ様な

ことがあった。中電さんが確認しなくても、K さ

んの OK が出れば通るのだから、まづ K さんに見

てもらうという習慣がつきました。」と言っていま

した。K さんは中電さんに信用があり、単に中電

の先輩という事ではなく、中電の機械担当の方達

も教えを乞うという態度で接していました。 

泊りの出張に行っても、朝の 5 時頃から机に向

かい、その日の段取り問題点等を洗い直し、仕事

が安全にまたスムーズに進むように気を遣ってお

られ、また中電さんにも先輩風を吹かせる事はな

く対応していました。社内でも、中電さんからも

慕われた人柄でした。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 北村 久文君 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□ゲ ス ト 工藤洋三ガバナー補佐 

       笹沢美昌補佐幹事 

 

幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                        水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄    君君君君 

 

１．島田ガバナー事務所より 補助金管理セミナ 

 ー資料提供、参加者に配布済み 

２．島田ガバナー事務所より 2012.9 月分寄付金    

 納入明細表の件 

３．島田ガバナー事務所より 2012.11 月のロー 

 タリーレートは、1＄＝\80 

４. 2600 地区社会奉仕委員長より 児童養護施設

交流を計画。H24.11.3 原峠保養園 

５. ＡＭＵより うえだ文化交流フェスタ 2012

実行委員会開催 10/25 

６. 上田西 RC より 10/21 開催の 6 クラブゴルフ

コンペの写真が届きました。 

会報恵送 

・上田西 RC  ・東御 RC 

恵 贈 物 

１．上田市社会福祉協議会より ボランティア通

信 24 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 14 日(水) 

島田ガバナーの訪問日です!! 

上田東 RC との合同例会で、島田ガバナーを

お迎えします。会員の欠席がないようご配慮

頂き、当クラブの雰囲気を楽しんで頂きたい

と思います。 
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事前訪問ごあいさつ事前訪問ごあいさつ事前訪問ごあいさつ事前訪問ごあいさつ    

    東信第二グループ東信第二グループ東信第二グループ東信第二グループ    ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐ガバナー補佐        工藤工藤工藤工藤    洋三洋三洋三洋三                     

 

 本日は来る 11 月 14 日の 

島田甲子雄ガバナー殿の公 

式訪問に先立つ事前訪問と 

して、補佐幹事の笹沢君と 

共にお邪魔致しました。 

 今年度島田ガバナーは 

「地区行動計画」として 12 計画を立てられており

ますが、本日は次の 4 項目について補佐の立場と

してお話させて頂きます。 

1.1.1.1.会員増強と退会防止会員増強と退会防止会員増強と退会防止会員増強と退会防止    

 ここ数年の日本の会員の減少率は世界でも２位

です。田中作次 RI 会長の誕生月にあわせ、会員増

強を図る。各クラブ２名純増、幅広い年齢層と女

性会員のパーセンテージアップを目指す。 

2.2.2.2.ロータリー平和フォーラムへの参加、協力ロータリー平和フォーラムへの参加、協力ロータリー平和フォーラムへの参加、協力ロータリー平和フォーラムへの参加、協力    

 広島で 2013.5/17～18 への参加協力と、会員１

人\300 の寄付のお願い。 

3.RL3.RL3.RL3.RL１の導入推進１の導入推進１の導入推進１の導入推進    

 8/25に 1回目が開催し貴会の横沢エレクトに出

席頂いたが、パートⅠ.Ⅱへの参加も要請。 

4.4.4.4.未来の夢計画への対応未来の夢計画への対応未来の夢計画への対応未来の夢計画への対応    

  今までの「ロータリー財団補助金」は、新補助

金制度「未来の夢計画」に変更され「新地区補助

金」と「グローバル補助金」に分かれます。 

「新地区補助金」…３年をかけて、計画・実施・

報告を行うが、補助金の決定は地区が行う。プ

ロジェクトを立ち上げて有効活用してほしい。 

「グローバル補助金」…人道的プロジェクト・職

業研修チーム・奨学金を中心にして、６つの重

点分野が該当する。 

 ガバナー補佐はグループ内のクラブのご意見・

ご要望をお聞きして、ガバナーにご報告するお役

目を仰せつかっております。お気軽に何なりとお

申し付けください。 

 

工藤ガバナー補佐・笹沢補佐幹事工藤ガバナー補佐・笹沢補佐幹事工藤ガバナー補佐・笹沢補佐幹事工藤ガバナー補佐・笹沢補佐幹事    

        会長・幹事会長・幹事会長・幹事会長・幹事    懇談会開催懇談会開催懇談会開催懇談会開催 

    

 10 月 23 日例会前に、工 

藤ガバナー補佐と笹沢補佐 

幹事にお見え頂き懇談会が 

行われました。 

 「初めて事務局に寄らせ 

て頂きました」となごやか 

な雰囲気の中終了しました。 

 

 

工藤ガバナー補佐・補佐幹事同席 

クラブアッセンブリー 開催!!  

 

  ガバナー補佐・補佐幹事 

を迎え約 1 時間に渡り、活 

動報告・意見交換が行われ、 

今後のクラブ運営に貴重な 

アドバイスを頂きました。 

 

 

 

東信第二グループ合同ゴルフコンペ開催!! 

10 月 2１日 立科ゴルフクラブ 

 

 秋晴れの中、恒 

例の東信第二グル 

ープ合同コンペが 

32 名の参加者によ 

って盛大に開催さ 

れました。ゴルフ 

場にも茸がたくさ 

ん出ていました。 

 

出 席 報 告       田中 栄一 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ １０ － ６０．７１％ 

前々回 ２７ ５ ３ ９２．６０％ 

 

Ｒ財団・米山ＢＯＸ  10/23 

柄澤  堯  田中 栄一 

 

ニコニコＢＯＸ       田中 栄一 君 

小嶋 修一 工藤様、笹沢様、本日はありがとう

ございます。 

田中 栄一 工藤洋三ガバナー補佐、事前訪問大

変ご苦労様です。 

松澤 一志 旧常田館生糸製作施設の国の重要文

化財指定、おめでとうございます。 

西澤 尚夫 笠原さん、国の重文指定おめでとう

ございます。 

山﨑 博太 先日初冠雪の富士を眺望し、感動し

ました。 

北村 久文 日ハムの皆さんお待たせ致しました。

ジャイアンツ日本シリーズ参戦致

します。 

 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 宮下 安仁君 

中澤 信敏君 下坂 秀信君 杉山  裕君 

 


