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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 

    

明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます    

 会長挨拶ということで、この半年間お話をさせ

て頂きましたが、どうしても思い出話が多くなり、

本来の会長挨拶から離れているかもしれませんが、

御容赦して頂きたいと思っております。 

 例年テレビで除夜の鐘 

が始まると氏神様の大宮 

社にお詣りに行くのです 

が、今年の大晦日は夫婦 

だけになってしまいまし 

たし、寒いし面倒臭いし 

やめようかと思ったので 

すが、何かまた事があっ 

た時「やはりお詣りに行かなかったこうなった。」

となるとまずいので、家内に気合をかけられたこ

ともありますが、一緒に参拝してまいりました。 

参拝者は昔に比べると増えてきており、並んで

から参拝するまで 30 分以上かかるようになりま

した。その後帰り道に毘沙門堂があり、そこでも

お詣りして帰って来ます。 

元旦はお寺の初祈願の法要があり、8 時 30 分ご

ろから始まり 10 時前には戻ります。帰り際にお守

りお札を頂いてまいりますが、担当の方が「たく

さん持っていけ。」と 5 個 6 個と渡されると何だか

御利益が薄まりそうな気がします。 

何はともあれ、私の人気もあと半年ですが宜し

くお願いいたします。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

□司   会 斉藤恵理子君 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□ゲスト紹介 米山奨学生 熊 向 東君 

 

□定 時 受 付 2013 年 1 月 8 日分 

上田 R.C.／一之瀬祥一君・増田幸一君・中村義 

介君 

    上田東 R.C.／倉沢和成君・宮本茂幸君 

    上田西 R.C.／西田不折君・佐藤幸四朗君    

□慶   祝 皆出席・誕生祝・結婚記念日祝 

[[[[皆皆皆皆    出出出出    席席席席]]]]                            北村 久文君(22 年) 

22 年前の年末 12/26 に入会しました。大病もな

く健康だからこそ、22 年間やってこれました。健

康に感謝です。 

毎年正月は店もやっていますので、12/31 も 1/1

も仕事、9 時には店に出でまるで正月の気分なし。

町の人の流れを見ていても、着物や晴着を着て上

田駅に行く姿が減り、正月の風情がなくなってき

ています。来週来々週はゆっくり休み、23 年度に

向かってがんばりたいと 

思います。 

[[[[皆皆皆皆    出出出出    席席席席]]]]        

        宮原 宏一君(16 年) 

 創立時に入会しました。 

田中さん柄澤さんと同期 

です。元旦は、以前は太郎山に初日の出を拝みに

登っていました。リュックの中に「ワンカップ大

関・みかん・インスタント汁粉」を入れ楽しみ、

下山したら「寅さん」の映画を観て映画館の近所

の店でラーメンとギョウザを食べるのが習慣でし

た。今はズクがなくなり、常田新橋の中央で初日

の出を拝んでいます。 

[[[[誕生日祝い誕生日祝い誕生日祝い誕生日祝い]]]]        

        笠原 一洋君(1/19 日) 

 1 月 1 日の我が家の習慣は 

７時 30 分ころ大宮さんへ家 

族でいき毘沙門堂へ行く。 

初日の出はお寺さんに８時 
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30 分集合。山門の上に丁度お日様が出て光が美し

いです。今年のお正月は、何年ぶりかで趣味の切

手のアルバムを開きました。切手を取り扱う時は

きれいに手を洗わないと切手に脂がついてしまう

ので手を洗っていると、妻に「ごはんの時は手を

洗ったことはないが、切手を扱う時は手を洗うの

ね。」と笑われました。 

 昨年 12 月 28 日に我社の社屋が「旧常田製糸場」

として重要文化財に正式に認められるとの書類が

来ました。上田の役に立てれば有難いと思ってお

ります。過日友人に誘われて遊びに行く予定を立

てていて、今日その日が誕生日であったと思い出

させられました。じっとしていられないようです。 

[[[[結婚祝い結婚祝い結婚祝い結婚祝い]]]]                        下坂 秀信君(1/12 日) 

 結婚当初、妻が絵が好きなた 

めルーブル美術館に行きモナリ 

ザを観ました。その時は湾岸戦 

争が始まった時で、空港でかな 

り厳しいチェックを受けました。 

何度やっても『ピーピー』と警 

戒音がなり、別の場所で全身調 

べられた思い出があります。 

この 22 年間で男の子が 3 人生まれ、うち一人

がこの正月に花園で開催されるラグビーの全国大

会に出場しました。寒い中、応援を頑張りました。 

 お正月は川崎大師に行き、箱根駅伝を沿道で見

てきました。 

    [[[[結婚祝い結婚祝い結婚祝い結婚祝い]]]]                欠席／山﨑 勝司君(1/15) 

 

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. (公財)ロータリー日本財団より 当クラブ

寄付明細 

2. RI より 1 月のロータリーレートが 1 ドル

82 円です。 

3. RIより 寄付明細書と「財団室NEWS12月号」

及びニュースレター「TecckToaK」が届いて

います。 

4. 日本ロータリー親睦ゴルフ大会のご案内が

届いています。 

5. 島田ガバナー事務所より ・ガバナー月信 7

号配信・世界フォーラムの最新情報配信・

ロータリークラブ・セントラルの最新機能

のお知らせ・ポール・ハリスフェロー11 月

認証者リストと大口寄付者のお知らせ・バ

ギオだより第 34 号配信。 

6. 宮坂ガバナー・エレクトより 未来の夢計

画・新地区補助金申請要領 

 

7. 新年のご挨拶が、ガバナー事務所はじめ各

関係各所より届いています。 

8. ボーイスカウト・ガールスカウト連盟より 

カレンダー配布、事務局に飾りました。 

9. 12/11 夜間例会に出演したラヴィオンさん

より 御礼の手紙が届いています。 

 

会報恵送 

1. 上田西・東御 RC  机上にあり 

2. ロータリアン 

 

全会員配布物  

1. 上田東急インからお年賀タオル 

2. ロータリーの友 1 月号 

3. ガバナー月信 

 

出 席 報 告         山田 豊 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ５ ０ ８２．１４％ 

前々回 ２８ ７ ２ ８２．１４％ 

 

ニコニコＢＯＸ         山田 豊 君 

山﨑 博太 雪晴れて 惚

ほ

れ直したり 太郎山 

小嶋 修一 あと半年となりましたが、宜しくお

願いいたします。 

水野 泰雄 今年の新しいスタートになります!

皆様よろしくお願い致します。 

飯島 俊勝 小正月です。今年も宜しくお願いし

ます。節分祈祷会のご案内致しまし

た。 

北村 久文 大雪で雪かきが大変です。 

松澤 一志 昨夜は大雪で、八重原温泉まで 1 時

間かかってしまいました。 

久保田正司 バクダン低気圧による大雪。除雪作

業大変でした。 

斉藤恵理子 本年も宜しくお願い致します。今日

は「いちご

・ ・ ・

の日」ビタミンＣをとっ

てカゼにお気を付け下さい。 

西澤 尚夫 合同新年会、出席できず失礼しまし

た。本年もよろしくお願いします。 

田中 栄一 新年そうそう、風邪をひいて大変で

した。 

 

柄澤  堯君 笠原 一洋君 宮原 宏一君 

宮下 安仁君 宮澤 広一君 杉山  裕君 

中澤 信敏君 下坂 秀信君 寺島  滋君 

山田  豊君 山ノ内恵理君 横沢  正君 

北村 久文君   
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