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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

｢ロータリーの森林 (もり)､ 会長幹事会報告｣

南委員長をはじめとする森委員会の方々､ 先日

はお疲れ様でした｡ 久々に山に入り､ 木々がすっ

かり大きくなり森が見通せないぐらいに成長して

いるので驚きました｡ 最初の森例会では大鍋とム

スビを持ち込み､ そこで取れた根曲がり筍で ｢た

けのこ汁｣ を家内と作ったことを思い出しました｡

私は山菜を取ることはあまり好きではありません

ので､ それ以来行ったことがありませんでした｡

但し､ もらって食べることは好きです｡ 当日､ 得

意先の結婚式がありましたので自転車を持ち込み､

挨拶だけで失礼しました｡ 下り一方でしたので久々

にダートのダウンヒルを楽しむことが出来ました｡

６月４日､ 北信第１グループの会長・幹事会が

小布施 ｢桝一客殿｣ にて行われ､ 轟幹事と共に出

席しました｡ どのクラブも会員数の減少に悩まさ

れ最大の問題になっており､ 会員拡大は難しい状

況で､ これからは各クラブの合併問題も出てくる

のではないかと思われます｡ ｢桝一客殿｣ は､ 長

野市千歳町にあった ｢丸星｣ という砂糖問屋の土

蔵を移設して作られた和風のホテルです｡ 内部は

思ったより広く､ 中庭の池には見事な錦鯉が泳ぎ､

重厚な土蔵造りに囲まれ､ 今まで味わったことも

ないような荘厳な雰囲気で､ 室内の調度品もなか

なか凝っており目の保養をさせていただきました｡

噂のとおりバスルームがガラス張り､ 女性と一緒

なら楽しめたのですが残念です｡ ただ､ 轟さんも

私の歯軋りにいたたまれず､ ベッドルームから居

間に移動されて寝ていましたのでここでお詫びい

たします｡

柳澤光臣地区新世代奉仕委員長 ご挨拶

定款の改訂で青少年奉仕委員会と名称が変わる

ようですが､ 本年度､ 次年度とも委員長を務めさ

せていただきます｡ 何分 IA､ RA とも良く知ら

ないものですから提唱しているクラブを訪問させ

ていただき､ またインターアクトクラブ､ ローター

アクトクラブを訪問し､ 勉強させて頂いています｡

提唱クラブ以外の約40クラブにも､ IAC､ RAC

を知っていただきたく次年度は月信に記事を掲載

する予定です｡ 今後ともご理解､ ご協力を宜しく

お願いいたします｡

幹事報告 轟 修平幹事

・７月５日井上会長年度スタートです｡ さきほど

第３回予定者会議が開催されました｡

・７月５日第12回青木年度最終クラブ協議会

11：45～ 扇の間

・伊東次期社会奉仕委員長が飯田南 RCにて５月

10日にゲスト卓話依頼をうけ社会奉仕の現状に

ついて話をされたそうです｡

７／５ 本日のプログラム

新 旧 役 員 交 代 挨 拶



６月のお祝い事 おめでとうございます

＜結婚記念会員＞ 青木 宏さん 福澤 寛さん

伊倉智毅さん 小林健治さん 山口和彦さん

＜夫人誕生記念＞ 竜野勢津子さん

＜会員誕生記念＞

狩野 土さん 井上明彦さん 山本博昭さん

出席・ニコＢＯＸ報告 小山例会運営委員長
６/14 (会員56名) 出席31名前々回修正出席率91.83％

ビジター 柳澤光臣地区新世代奉仕委員長

(佐久コスモスRC)

・金澤哲也さん☆信越野球クラブが都市対抗野球

で東京ドーム出場を決めました｡ NTTタウン

ページの安島社員が４番を務めており嬉しい限

りです｡

・若麻績信昭さん☆清水プログラム委員長お疲れ

様でした｡ 私もこの時期か､ 今年の10月４日を

予定しています｡

・清水光朗さん☆柳澤地区新世代奉仕委員長､ よ

うこそ｡ 本日年度締めくくりの卓話ですが､ ベ

トナムより今朝７：30に帰国したばかりで､ 朦

朧としております｡ ご容赦下さい｡

・中野欣哉さん☆SAAへのご協力ありがとうご

ざいました｡ 次年度は会員家族委員会担当にな

りました｡ 引き続きよろしくお願いします｡

・合 計 12,500円 ・スヌーピー 4,806円

・例会場累計 762,312円 ・総合計 2,193,218円

分収育林の森林 (もり) について 南森委員長

飯山照岡山国有林の環境貢献度について､ 中部

森林管理局から通知が参りました｡ 水源かん養便

益の流水貯水便益・水質浄化便益＊２Ｌボトル

506,340個分｡ 土砂流出防止便益＊ダンプ７台分｡

など､ 環境に貢献しているとのことです｡

会員卓話 清水光朗プログラム委員長

｢一年間のご協力ありがとうございました｣

プログラム委員長として一年

間努めてまいりましたが､ 青木

会長を始めとするクラブ関係者

の皆様には不安の一年であった

ことと､ お詫びを申し上げます｡

それでもゲスト卓話のスピー

カーを紹介して頂いたり､ 無理

矢理に会員卓話を引き受けて頂いたりと､ 皆様の

暖かいご支援に助けられて何とか穴を空けること

なく無事に勤め上げることができました｡ 本当に

ありがとうございました｡

そんな感謝の意を現したく､ 年度最後の例会で

は自分で卓話をしようと決めておりました｡

が､ ４月の中頃に ｢竜野さんがホーチミンに会

社を創ったので西RCの有志で見学に行くから付

き合え｣ と伊東先輩から言われ､ 最近はアジア方

面への好奇心があったもので､ 二つ返事をしてし

まいました｡ で､ 旅行の日程表を見たところ､ ６

月10日出発で15日朝に帰国の予定となっており､

年度最後の卓話予定日６月14日と重なっておりま

した｡ そんな訳で私の予定を１日早く切り上げて､

今朝の７：30着の飛行機で帰国致しました｡ 旅の

疲れと､ 睡眠不足で頭が朦朧としている中での卓

話ですので､ 筋道も理路も不明瞭な卓話になりま

すことをお許し頂きます｡

さて､ 本題に入りますが､ 今回は折角ベトナム

の竜野さんの会社を訪問してきた訳ですから､ ベ

トナムでの雑感などを手短にお話しさせて頂きま

す｡ 竜野さんの会社があるホーチミンと､ ダナン､

二つの街に行ってきましたが､ 短い滞在で主に感

じたことは､ 確かにまだ発展途上にあるからか街

に未整備の感は否めません｡ が､ かといって清潔

感が無い訳ではありませんでした｡ やはり､ ベト

ナムの人々の国民性でしょうか｡ 一言で言うなら､

街中に秩序とか､ 勤勉性が漂っているような気が

致しました｡ この感じはなかなか言葉では伝えに

くいのですが､ 決して訪れてみて損をする場所で

はないので､ 一度行って体感されることをおすす

めしたいと思います｡

例 会 案 内

７月12日 前年度事業､ 並びに決算報告

新年度事業計画､ 並びに収支予算



第 1253 回　観　蛍　会第 1253 回　観　蛍　会
6月21日（金）18：30～於：ます栄　出席34名

2012～2013年度　青木茂人会長　挨拶
　轟幹事をはじめとする理事、役員の皆さん、また事務局の西澤さんのおかげで無事一
年間会長を務めることが出来、あらためて感謝申し上げます。会長になり一番頭を悩ま
せたのは毎回の挨拶です。何を話したらよいのか悩みましたが、仕事柄「みその話」ま
た趣味の「ウォーキング」「映画」の話で何とか一年間つなげることが出来ました。
　本日たまたま雑誌を見ておりましたら「ケンタッキーフライドチキン」のカーネル、

サンダース氏がロータリアンと出ておりました。彼は鉄道機関士、保険やタイヤの営業マン、レストラン
オーナー等十数回の転職を繰り返し、65歳にして「フライドチキン」のフランチャイズをはじめて大成功
しました。彼は常にRCの

「４つのテスト」
１、真実かどうか　２、みんなに公平か　３、好意と友情を深めるか　４、みんなのためになるか

　彼はこれを人生哲学、経営理念として事業を行う際のチェックリストにしたそうです。私も来月で64
歳、もう子供をつくる元気はありませんが、カーネルサンダースに負けぬよう前向きに仕事に取り組んで
行きます。

幹事報告 轟　修平幹事
　県信の山﨑茂樹さんが退会され、交代会員として土屋孝二さんが入会されます。
　よろしくお願いします。

司会　粕尾正康会員家族委員長

ゲストご挨拶 川橋昭義さん（浪江ロータリークラブ）
　ご無沙汰しております。東日本大震災から浪江ロータリークラブも色々ありまし
たが、なんとか存続させたいと、会員数は減ったものの、頑張っております。７月
からは会長職を仰せつかっております。 長野西ロータリークラブの皆様には、今野
庄治さんともども暖かく迎えていただきありがとうございました。今後ともよろし
くお願いします。

表彰発表 狩野　土例会運営委員長

★　出　席　表　彰　★

塩入 洋佑さん（欠席：１日）

山口 和彦さん（欠席：２日）

松本 克幸さん（欠席：4日）

伊東 義次さん（欠席：5日メークアップ４日）

綿貫 隆夫ＰＧ（公務欠席：メークアップ多数） 出席表彰出席表彰



★ニコニコBOX表彰★
　清水光朗さん　若麻績信昭さん　狩野　土さん　青木茂人会長　竹内喜宜さん

ニコニコBOX表彰ニコニコBOX表彰

表彰品はクオカード
5,000円分です。
表彰品はクオカード
5,000円分です。

・乾　　杯　　山口文男さん・乾　　杯　　山口文男さん

・締　　め　　高井新太郎さん・締　　め　　高井新太郎さん
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