
 

 

第第第第 777763636363 回回回回例会例会例会例会    2012012012013333 年年年年 6666 月月月月 25252525 日（火）日（火）日（火）日（火）    

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 北村 久文プログラム委員長 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□ゲ ス ト 

 ㈱上田ケーブルビジョン社長 中沢利樹男様 

         米山奨学生 熊  向東君 

□ラッキー賞 水野幹事よりワイン、会員各位 

       （最終夜間例会でいただきました） 

□定 時 受 付 上 田 RC／丸山正一君 

上田東 RC／高塚源一郎君・宮本茂幸君 

上田西 RC／山嵜信幸君・中澤栄二君 

□本日のプログラム ホームクラブ 100%出席表彰 

       会長・幹事、記念バッチ贈与 

新旧会長・幹事引継ぎ 

退会者挨拶 寺島  滋君 

□委員会報告 社会奉仕委員長 肥田野秀知君 

 

臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会                        次期幹事次期幹事次期幹事次期幹事    宮澤宮澤宮澤宮澤    広一君広一君広一君広一君    

 

日時：６月 25 日(火) 場所：東急イン 2F 千曲 

時間：午後６時 50 分～ 

議事：クラブ細則変更(理事会開催日)承認 

2013-14 年度は、第２週の例会後に理事会を開催

と決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    

一年間を通して一年間を通して一年間を通して一年間を通して    

 皆様方にこの一年、御協力をいただき何とか任

期を終えることができました。本当にありがとう

ございました。次期の横沢会長の時は、微力です

がお手伝いをしていくつもりです。 

 

会長エレクト挨拶会長エレクト挨拶会長エレクト挨拶会長エレクト挨拶                    横沢横沢横沢横沢        正正正正    君君君君 

 

 今までは、分かっているようでももう少し先の

ような気がしていましたが、本日を迎え少し緊張

しています。 

 宮澤幹事ならびに皆様と力を合わせ、やってい

きたいです。宜しくお願いいたします。 

 

新旧会長幹事、引継ぎ新旧会長幹事、引継ぎ新旧会長幹事、引継ぎ新旧会長幹事、引継ぎ    

 

   恒例の新旧会長幹 

事の引継ぎが行われ 

ました。一生懸命だ 

った一年間、これか 

らがある一年間。 

旧の理事・役員さ 

ん、お疲れ様でした。 

 

 会員が少ない当クラ 

ブゆえ、毎年のように 

役員が回ってきますが、 

クラブの良さ和気藹々 

を活かして、来年も宜 

しくお願いいたします。 
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クラブ出席クラブ出席クラブ出席クラブ出席 100%100%100%100%表彰表彰表彰表彰                        

 

小嶋年度でホームクラブ出席率 100%の方々が

表彰され、記念品が贈呈されました。 

(会長、幹事、パスト会長、全員が 100%出席は、

創立以来初のことです。御苦労様でした。) 

 

 

 

 

 

＊松澤一志君＊松澤一志君＊松澤一志君＊松澤一志君                ＊小嶋修一君＊小嶋修一君＊小嶋修一君＊小嶋修一君                    ＊水野泰雄君＊水野泰雄君＊水野泰雄君＊水野泰雄君    

    

寺島滋君寺島滋君寺島滋君寺島滋君退会退会退会退会    

 

 今年度副会長の寺 

島滋君が、この度退 

会することになりま 

した。寺島会員は、 

銀行在籍時に「上田 

東・小諸東・長野東」 

の３クラブで５年間 

のメンバーを経験し、その後ケーブルビジョン入

社後、当クラブチャーターメンバーとして入会さ

れ、16 年間合計 21 年間をロータリアンとして過

ごされました。 

 当クラブ入会後は、シンガポール・大阪の世界

大会に出席する等、たくさんの人とふれ合い充実

したロータリーライフを楽しまれました。 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告            社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    肥田野秀知君肥田野秀知君肥田野秀知君肥田野秀知君    

 

去る６月 20 日(木)に、薬物乱用防止活動「6.26

ヤング街頭キャンペーン」が実施され、当クラブ

からは委員会より３名が参加して、上田駅前にて

呼びかけとティッシュ配りを行いました。 

 

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．RI 財団より  

・５月認証者と大口寄付者の寄付金納入明細配布 

・ロータリー補助金ニュース（2013 年６月分） 

・ロータリークラブ定款の改訂等 

２．島田ガバナーより  

・2013 年度規定審議会決定報告書について 

今回よりメール配信のみの報告（冊子の配布は

終了） 

３．上田市多文化共生推進協会より 

・学習部会・交流部会開催のお知らせ  

 

恵 送 

１．会報 小諸 RC・小諸浅間 RC より 

全会員配布物  

１．次年度上半期会費依頼 

２．次年度プログラム 

≪お知らせ≫ 

・上田東 R.C.コンペのお知らせ 

 

第第第第 29292929 回上田六文銭回上田六文銭回上田六文銭回上田六文銭 RCRCRCRC ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 6666 月月月月 23232323 日日日日((((日日日日))))    

開催場所●旧軽井沢ゴルフクラブ開催場所●旧軽井沢ゴルフクラブ開催場所●旧軽井沢ゴルフクラブ開催場所●旧軽井沢ゴルフクラブ    

 

 第 29 回ゴルフコンペ 

が、久しぶりの旧軽井沢 

ゴルフクラブで開催され 

ました。 

 梅雨とは思えぬゴルフ 

日和に一同大感激。コン 

パクトな割に難しいコー    全員集合～! 

スに皆四苦八苦。 

 成績は予想通り「優勝 

は宮澤君、準優勝は水野 

君」若い力のワンツーフ 

ィニッシュでした。 

 終了後、緑に映えるク 

ラブハウス内で表彰式を 

行い終了いたしました。    優勝者の第一打!! 

 

 

 

 

 

 

 

スターティングホール         お疲れ様～～ 

 

お得情報お得情報お得情報お得情報                                    生川生川生川生川    秀樹秀樹秀樹秀樹    君君君君    

 

 新車両等の購入予定者を紹介すると紹介料が出

るという、お得な情報です。詳細は生川まで。 

 

再利用できる方を探しています再利用できる方を探しています再利用できる方を探しています再利用できる方を探しています    池田池田池田池田    元子さん元子さん元子さん元子さん    

 和紙と古綿が手元にたくさんあります。地元の

方々や学校等、地域に役立つことに使われれば幸

いです。和紙は再利用してバックにしたり、綿は

小さな小物の中身にしたりして製品化していただ

けたら販売等ご一緒に考えていきたいと思います。 

★ご連絡は池田まで★ご連絡は池田まで★ご連絡は池田まで★ご連絡は池田まで    090090090090----1403140314031403----4029402940294029    
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出 席 報 告        田中 栄一 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２９ ４ ０ ８６．２０％ 

前々回 ２９ ９ ６ ８９．６６％ 

 

ニコニコＢＯＸ      田中 栄一 君 

小嶋 修一 一年間、本当にありがとうございま

した。 

水野 泰雄 一年間本当にありがとうございまし

た！皆様に、感謝ですー♪ 

横沢  正 小嶋会長・水野幹事、１年間ありが

とうございました。 

宮澤 広一 １年間お世話になりありがとうござ

います。次年度はもっとお世話にな

ると思います。どうぞ、よろしくお

願いします。 

肥田野秀知 １年間ありがとうございました。 

飯島 俊勝 小嶋年度、ご苦労様でした。 

笠原 一洋 一年間ありがとうございました。 

柄澤  堯 一年間有難うございました。 

久保田正司 いろいろ、ありがとうございました。 

松澤 一志 会長幹事１年間大変ご苦労様でした。 

宮原 宏一 小嶋会長水野幹事、御苦労様でした。 

宮下 安仁 会長幹事、役員理事の皆様、大変御

苦労様でした。 

中澤 信敏 会長幹事、役員理事の皆様、１年間

おつかれさまでございました。 

西澤 尚夫 小嶋会長水野幹事、ご苦労様でした。 

西澤 文登 寺島さん、いろいろお世話になりま

した。辛口のご意見が聞けなくなる

と淋しいですね。 

寺島  滋 16 年間皆様に大変お世話になり、あ

りがとうございました。 

生川 秀樹 本日説明させていただきますが、車

両紹介にご協力をお願いします。 

斉藤恵理子 １年間大変ありがとうございました。

欠席・遅刻も多く、ご迷惑をかけま

した。ご協力ありがとうございまし

た。 

関  哲夫 夜間だけ出席できる穴熊のような関

です。ゲスト中沢さん、今後もよろ

しく。 

杉山  裕 小嶋会長水野幹事、お疲れ様でした。 

田中 栄一 最終夜間例会です。小嶋会長水野幹

事、ご苦労様です。 

山﨑 博太 一年間、会長幹事さんご苦労様でし

た。そして皆さん、有難うございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝２０１2～２０１3 最終夜間例会＝ 

お疲れ様でした小嶋君！ 

待ってました横沢君！ 


