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奉仕を通じて平和を Peace through Service

会長挨拶 青木茂人会長

｢会長幹事会｣

先週の年末家族会には大勢の皆さんにご出席い

ただきありがとうございます｡ 109名の出席で､

この数は竹内会長､ 青木宏会員家族委員長のとき

の111名に続く歴代二位だそうです｡ これも粕尾

委員長をはじめとする会員家族委員会メンバー皆

さんのお力の賜物だと感謝しております｡

同じく先週､ 北信第一グループの会長幹事会が

あり､ 各クラブの活動報告がなされました｡ 西ク

ラブの ｢ロータリーの森｣ 活動は結構皆さんの注

目を浴びているような感じを受けました｡ ユニー

クな活動としては､ 須坂五岳クラブの東京RCへ

のメーキャップ訪問の件です｡ 会場は帝国ホテル

で五岳の上沢会長が座った席は富士通の会長やナ

ブコの会長､ クマヒラの社長等､ そうそうたるメ

ンバーで緊張したそうですが､ 田舎のRCと軽く

あしらわれることもなく楽しんできたそうです｡

卓話も三井関連の方が､ 日本橋の老舗について語

られ､ 格調の高い内容だったそうです｡ 西クラブ

でも真似てみたら如何でしょうか｡ 次回の会長幹

事会は来年６月､ 長野クラブ会長､ 小布施堂市村

社長のご好意で

｢桝一客殿｣ に

て一泊二日で行

われるそうで

す｡ 会長特権と

して楽しませて

いただきます｡

12月のお祝い事 おめでとうございます
《結婚記念会員》
羽田和弘さん 村田秀雄さん 清水光朗さん

《夫人誕生記念》
松本知子さん 村田和子さん 岡田成子さん

《会員誕生記念》 福澤 寛さん 松本克幸さん
高井新太郎さん 竹重王仁さん 竹村利之さん
轟 修平さん

新会員紹介 伊倉 智毅さん (イグラ トモキ) さん
能田和明さん交代会員
大和証券 (株) 長野支店 支店長
昭和42年５月16日生 (45歳)
前任の能田が家庭の事情で転勤と

なり10月から長野に着任致しました｡

福島の郡山支店長の時に郡山ロータ

リークラブにお世話になりました｡ またこうして伝統と

格式のある長野西ロータリークラブに参加させていただ

くことを光栄に思います｡ どうぞよろしくお願いします｡

幹事報告 轟 修平幹事
・12／28､１／４ 休会｡
・書き損じハガキ回収のご協力お願いします｡
・ホームページをリニューアルしました｡

12／21 本日のプログラム

会 員 卓 話 八 木 益 実 さ ん



年 次 総 会 議長 青木茂人会長
年次総会は会則により会員総数の
３分の１以上を持って総会の成立と
なっています｡ 本日の議題は次年度
役員・理事の推薦です｡ 倉崎利雄指
名委員長に代わりまして竜野晃一指
名委員宜しくお願い致します｡

次年度役員理事候補者発表 竜野指名委員長代理
会長 (役員) 井上明彦 副会長 (役員) 高井 亘
会長エレクト (役員) 兼クラブ奉仕委員長 池田修平
直前会長 (役員) 青木 茂人
職業奉仕委員長 (理事) 小山浩太郎
社会奉仕委員長 (理事) 伊東 義次
国際奉仕委員長 (理事) 狩野 土
新世代奉仕委員長 (理事) 清水 光朗
幹事 (役員) 南 信行 会計 (役員) 宮川礼二
SAA (役員) 小池 裕孝
―――――― 拍手をもって承認 ――――――

井上明彦会長エレクト挨拶
ご承認を頂き有難うございました｡ 在籍してた

だただ長くいるだけのような気がしております｡
この１年ちょうどいい機会なのでロータリーの事
を勉強させてもらうつもりでいます｡ 何卒､ ご指
導宜しくお願いします｡

出席・ニコＢＯＸ報告 小山例会運営副委員長
12/14 (会員58名) 出席32名 前々回修正出席率 86.5％

・柄澤重登さん・竜野晃一さん☆粕尾委員長には
年末家族会でお世話になりました｡ 孫に沢山プ
レゼントをありがとうございました｡

・伊東義次さん☆初孫の双子の男の子誕生｡
・加藤麻樹さん☆家族会ではオーケストラがお世
話になりました｡ おかげさまで皆様のお気持ち
を46,888円と１ドル頂だいしました｡ 心よりお
礼申し上げます｡ 22日の定期演奏会もよろしく
お願いします｡

・中野欣哉さん☆来る年も宜しくお願い致します｡
小社の卓上カレンダーお使い下さい｡

・高井新太郎さん☆卓話します｡ 聞いても聞かな
くてもよいです｡

・小出昭雄さん☆ご無沙汰でした｡
(高井先生より・叙勲受章されましたので､ ご本
人から一言ご挨拶をもらって下さい) とのことで
☆文化の日に旭日双光章を受章しました｡ 私ど
もは貸しビルをやっておりますが､ もともとは
倉庫業でして､ たまたま長野県倉庫協会の副会
長をやっている関係でもらえたようです｡
本当にこれは皆様のおかげです｡ ありがとうご

ざいました｡

・合 計 34,000 円 ・スヌーピー4,353円
・累 計 369,417円

会 員 卓 話 高 井 新 太 郎 さ ん

｢ 思出の記 ｣
(徳富蘆花の小説に ｢思出の記｣
があるが私の話は全く関係がな
い｡) 昭和30年４月中旬長野市へ
移って来た｡
長野市の知識は殆どなかった｡

長野県は松本を何故か知っていた｡
｢故郷｣ ｢ふるさと｣ という言葉を広辞苑で引く
と ｢生れ育った土地｣ と出ている｡ 私にはこの
｢生れ育った土地｣ が何処になるのか｡ 生まれた
所は岐阜県可児郡御嵩町と聞いている｡ 何年か前
に新聞で御嵩町町長が暴力団に発砲されたという
記事を見て御嵩町も有名になったと思った｡
小学校への入学は金沢市立瓢箪町小学校｡

この学校を探したが今ではもうない｡ 住んでいた
町は安江町で近江町市場の傍であった｡ 浅野川で
遊んだこと､ 兼六園へ通じる坂道でソリ遊びをし
たことを覚えている｡ 小学２年生の時名古屋へ移っ
た｡ 当時名古屋は戦災の爪跡が残っておりバラッ
クがいくつもあった｡ 小学校は山吹小学校｡ 戦災
で学校も被害を受け､ 私は ｢２部制授業｣ で昼食
を食べてから登校した｡ 金沢や名古屋の学校のこ
とは記憶にない｡
小学校４年生の春土浦第１小学校へ転校した｡

土浦市は霞ケ浦に接しており､ この湖で水泳を覚
えた｡ この学校での生活は何故か楽しかった｡ 多
分先生や友達がよかったのではないかと思う｡
小学６年４月今度は浜松へ移った｡ 浜松市立鴨

江小学校を卒業し､ 西部中学校に入学した｡ 浜松
市の西隣には浜名湖がある｡ 小学校の学芸会の時
私が主役になった｡ 最初から最後までただ寝てい
ただけで最後に ｢あ～よく寝た｣ というセリフが
一言あった｡
そして昭和30年４月に長野市へ｡ 転入の際教頭

先生が面接され ｢前の学校では成績が良いがこの
学校ではそうはいかない｣ と言われた｡ 太田美明
という先生で信濃教育会の実力者といわれていた｡
３年Ａ組に入り､ このクラスに小出昭雄さんがい
た｡ ｢住めば都｣ という言葉のとおりそれぞれの
懐かしさがある｡ 人との出会いや別れがいくつい
もあった｡ 出会いがあれば必ず別れがある｡

例 会 案 内

12月18日・１月４日 休会

１月11日 新年初例会 卓話 井上会長エレクト

１月18日 ゲスト卓話 メイ・スーシンさん


