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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 

    

自治会の会計になりました自治会の会計になりました自治会の会計になりました自治会の会計になりました    

 私の住んでいるのは、自治会名で言うと「下常

田」というところです。戸数 120 戸程の小さな自

治会ですが、今年会計を受けることになりました。

過疎化・高齢化・少子化等で、自治会運営も厳し

くなっております。 

父はあまり関与しておりませんでしたので、そ

の分母は婦人部・奉仕団などで、例えば防災訓練

の炊き出し・赤い羽募金・祇園祭など、諸行事に

積極的に参加しておりました。 

 子ども達が学校に上がる頃、中途ではありまし

たが「青友会」にも入り、祇園祭・区民レクレー

ション・どんど焼・花火大会等参加するようにな

りました。月日の経つのも早いもので、小さい自

治会でもあり、また、会社が結構戸数割に多いも

のですから、順番として私が受けざるをえません

でした。 

任期は、会計 2 年・副自治会長が 2 年・自治会

長 2 年、都合 6 年間イレギュラーなことがない限

り継続していくことになります。その前は、環境

衛生部長を 2 年間やりました。 

 新年会のとき、新会計として発表されましたが、

家内も青少年育成推進委員とやらもやっており同

じ会場に同席しておりました。皆さんが家内の方

へ「小嶋さん大変だけど、宜しくね。」と言って、

私の方を見る人はいませんでした。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 水野 泰雄幹事 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□本日のプログラム 中澤信敏広報・情報委員長 

 

 ロータリー推進月間卓話、ロータリーの友紹介 

□新会員紹介 山崎 芳雄(やまざき よしお)君    

ゴルフの先生であり、 

人生の先輩でもある 

西澤尚夫さんのお誘 

いで入会致しました。 

 台湾・中国・ベトナ 

ムなど海外を自ら飛 

び回っていて、毎回 

例会に参加するのは 

難しいかもしれませんが、これからよろしくお 

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

バッジ等授与式       山崎君をよろしく!! 

【ニコニコ BOX に会員から、「入会おめでとうご

ざいます」「入会歓迎いたします」と多数のメッセ

ージが入っていました】 

 

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)ロータリー米山記念奨学会より 奨

学会ニュースハイライト米山配信 

2. 島田ガバナー事務所より 

・地区別ポール・ハリス・フェロー認証者リ 

スト 7 月～12 月配信 

・米山記念奨学会寄付金納入明細表配信 

3. 宮坂ガバナーエレクトより 2013 年国際協

議会会長からの挨拶 
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4. 工藤洋三ガバナー補佐より 2/11ＩＭセミ

ナーのご案内 

5. ＡＭＵより ニュースレターNo20 配信  

会報恵送 

1. 桐生赤城 RC・白馬 RC・上田東 RC 

恵 送 

1. 上田市社会福祉協議会より ボランティア

通信 No25 配信 

全会員配布物 

1. 東ヶ崎潔記念ダイアログハウスへ募金のお

願い 

2. 工藤洋三ガバナー補佐より 2/11ＩＭセミ

ナーのご案内 

3. 当クラブ会報、740・741 号 

4. メイクについて 

 

出 席 報 告         山田 豊 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ４ ０ ８５．７２％ 

前々回 ２９ １１ ４ ７５．８６％ 

 

ニニニニココココニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    累計表累計表累計表累計表        

前 期 残 高 ０円 

浦里小寄付 

ポリオ・プラス寄付 

５０,０００ 

５６,０００ 

前回累計額 ４７１,０００円 

今   回 １８,０００円 

累  計  額 ４８９,０００円 

    

ニコニコＢＯＸ         山田 豊 君 

山﨑 博太 賑

にぎ

はふ

わ う

や 氷柱

つ ら ら

居並ぶ 裏小路 

山﨑 勝司 店内には桃の花が入荷して、一足早

く春がきました。 

小嶋 修一 家の前の雪もとけず「やばい」と思

い塩カルを買いに行っても売り切

れ、困っております。 

西澤 尚夫 新入会員「山崎芳雄さん」を迎い入

れました。よろしくお願い致します。 

生川 秀樹 本日は雨で本当によかったです。雪

は菅平だけに降ってもらいたいも

のです。 

中澤 信敏 今月は、ロータリー理解推進月間で

す。お話しさせていただきます。 

寺島  滋 アルジェリアは残念な結果となりま

したが、平和ボケした日本人の感覚

では国際社会に対応していくのは

難しいのではないでしょうか。 

 

 

山ノ内恵理 アルジェリアのテロ事件、とても残 

念です。テロにあわれた方々にお見

舞い申し上げます。 

横沢  正 雨で助かりました。 

 

柄澤  堯君 笠原 一洋君 久保田正司君 

松澤 一志君 宮下 安仁君 宮原 宏一君 

下坂 秀信君 杉山  裕君 田中 栄一君 

山田  豊君   

 

 

1 月～3 月プログラム 

    

☆定例理事会／2.19(火)・3.19(火) 

☆ＰＥＴＳ／3.24(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 回数 プログラム 

1. 29 743 

 

ゲストスピーチ 

殺陣ｻｰｸﾙ眞 小林浩太郎氏 

 2. 5 744 慶祝、ロータリーの友 

世界理解月間 

11 745 ＩＭ・会員セミナー 

丸子ｾﾚｽﾎｰﾙ 13:00~18:15 

バス、東急イン前 12 時出発 

(集合 11:50) 

19 

 

746 

 

16 周年記念夜間例会 

18：30～上田東急イン 千曲 

26 747 ゲストスピーチ上田青年会議所

理事長 小林 善久氏 

3. 5 

 

748 慶祝、ロータリーの友 

次年度委員会発表 

12 

 

749 世界理解・識字率向上月間 

卓話 

19 750 会員卓話 下坂 秀信君 

26 751 ＰＥＴＳ報告 会長ｴﾚｸﾄ 

今年の恵方についてのミニ情報 

歳徳神(その年の福徳を司る神様)のいる

方角に向かって恵方巻きを食べて、今年も福

を招きましょう。 

なぜ巻き寿司なのでしょう？巻き寿司は

福を巻き込む、その巻き寿司を切らずに食べ

ることから『縁を切らない』という説が有効

のようですが…。今年の歳徳神のいる方位は

【南南東】です。お酢は体にも良いですし、

福を呼び元気に過ごしましょう!! 


