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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

新旧会長・幹事 バッジ引継ぎ

青木直前会長､ 轟直前幹事へ記念品贈呈・ご挨拶

記念品ありがとうございます｡ 一年間つつがな

く会長を務めさせていただきましたが､ 心残りが

一つ､ 会員減少したことです｡ 数は力だと思いま

す｡ 新会員を増やして頂きたいと思います｡ 今日

からゆっくりとお昼寝を楽しませていただきます｡

(青木直前会長)

私の場合は途中からで

したが､ ３つのことを感

じました｡ ①会計に関わ

らせていただき1,600万

からのお金が動く訳です

から､ 凄いと思いました｡

②他のクラブの方と幹事会､ 会長・幹事会等で交

流を持て､ クラブによって雰囲気が色々あるとい

うことを感じました｡ ③事務局の仕事は多義にわ

たりまさに縁の下の力持ちだと思いました｡

ありがとうございました｡ (轟直前幹事)

退会・入会のご挨拶 山�茂樹さん､ 土屋孝二さん

2010年６月から入会しまし

た｡ 県信としては､ 出来るだ

けロータリーアンと接する役

員を多くしたいということで

土屋君にバトンタッチするこ

とになりました｡

山�後任としてお世話になり

ます｡ ロータリー活動は初めて

でご迷惑をかけると思いますが

よろしくお願いします｡ 自宅は

須坂で､ 1958年４月８日生です｡

本年度・理事・役員・委員長紹介 井上明彦会長

この陣営で務めさせていただきます｡

７／12 本日のプログラム
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会長挨拶 井上明彦会長

“友情､ 奉仕､ クラブに感謝”

青木茂人前会長からバトンを

受け､ 本年度の長野西ロータ

リークラブ会長を勤めさせてい

ただきます｡

第28代会長として､ クラブ会

員の皆さん､ 高井亘副会長､ 南信行幹事､ 理事役

員の皆さん､ そして委員長の皆さんのご協力を頂

戴するとともに､ 事務局の西澤さんのお力も拝借

し､ しっかりと努めて参りたいと思っております｡

どうぞよろしくご協力お願い申しあげます｡

“クラブの理念と行動は”

長野西ロータリークラブは､ 1987年創立以来

｢奉仕の理想の実現｣ ｢明朗にして､ 品位あるクラ

ブを目指す｣ というクラブ理念をかかげ､ 行動指

針としては ｢静に行くものは穏やかに行く､ 穏や

かに行くものは遠くまで行く｣ を掲げ今日まで着

実にロータリー活動を重ねて参りました｡

“クラブの財産は”

長野西ロータリークラブは四半世紀を経て､ 積み

上げられた貴重な経験と資産があります｡ これを

生かしつつ次の30周年事業に向け着実な歩みを進

めてまいりたいと考えています｡

また, 国際ロータリー第2600地区北信第一グルー

プでは本年ガバナー補佐を西クラブより選考する

年度であることから､ 周年行事の準備とともに本

年度を重要な年度に位置づけております｡

“ご縁をいただく”

私がひとつのご縁をいただき長野西ロータリー

クラブに入会し､ クラブの奉仕活動方針に参加す

ることになりましたのは1988年７月長野青年会議

所卒業後であります｡ 早いものでロータリアンと

して26年間在籍し､ 多くの皆さまからご縁をいた

だき､ ご縁を結ばせていただきました｡

これは私の大きな財産です｡

今後も皆さんとのご縁をより深めるお付き合い

をお願いしまして会長就任の挨拶とさせていただ

きます｡

副会長挨拶 高井 亘副会長

役員とともに会長を支えて

いきたいと思います｡ でも､

会長､ 例会は休まないで下さ

い｡ ということで一年間よろ

しくお願いします｡

幹事挨拶・報告 南 信行幹事

この１年なんとか頑張って

いきたいと思います｡ 先日池

田クラブ奉仕委員長に代わり

会員増強セミナーに出席しま

した｡ これからは真剣に会員

拡大をお考えなければいけな

いと思いました｡ 研修会で聞いた話は､ 会員にど

うして辞めないのかの問いに対して､ 友達がたく

さん出来て辞めにくくなったとの答えが多いそう

です｡ 私もやはり､ こうして今日まできました｡

そんな点も会員拡大につながるのではないでしょ

うか｡ それから､ ２日に柳澤地区青少年奉仕委員

長の意向で長野女子高 IAC訪問にお伴しました｡

顧問の荒井愛先生は赴任されたばかりでとてもや

る気があり､ クラブとしても皆さんと共に応援し

てあげたいと思いました｡ ご協力よろしくお願い

します｡

幹事報告します｡

・会員：７/１正会員54名 名誉会員２名 計56名

羽田和弘さんが退会｡ 八木益実さん会社方針に

つき退会｡ 従って７/５正会員52名｡ 山本博昭

さんからご推薦のありました､ 清水 満さんは､

例会出席日が決まり次第ご紹介します｡

・お祝い記念品について

会員誕生：歯ブラシ・ご夫人誕生：アレンジ花

・座席札について 原則第３週に行います｡

・例会時の服装については本年度もクールビズ､

ウォームビズの精神にのっとりご自由な服装で

出席下さい｡

・会費請求書発送しました｡ 期限厳守で７月末日

までにお願いします｡

ホームページがリニューアルしましたホームページがリニューアルしました
長野西ロータリークラブ 検索



挨拶 村田秀雄副SAA・瀧澤 聡副幹事

村田秀雄さん：副 SAAは何をするのか直前の若

麻績さんに聞いたところ､ 軍曹のようなものだと

言われ､ かえってわからなくなりました｡ 例会を

欠席できないので大変だと感じています｡

瀧澤 聡さん：入会してまだ１年ちょっとしか経っ

ていないので副幹事の立場で､ 南幹事のお手伝い

をしながらロータリーについて勉強させていただ

きます｡

７月のお祝い事 おめでとうございます

＜夫人誕生記念＞ 中野清子さん 高橋久子さん

小林百合子さん 竹内牧子さん 野村桂子さん

＜結婚記念会員＞ 小山浩太郎さん

＜会員誕生記念＞ 青木茂人さん 池田修平さん

南 信行さん 村田秀雄さん 高井 亘さん

納涼会について 中野欣哉会員家族委員長

６月まではひな壇で軍曹をしていました｡ 本年

度は会員家族委員長を務めさせていただきます｡

早速ですがすでにご案内の通り８月２日に犀北館

において18：30～納涼会を開催します｡ 大勢の皆

様のご出席をお待ちしています｡

お知らせ 事務局より

本日宮坂ガバナー事務所発行の月信№１とロー

タリーのとも７月号配布しました｡ ロータリーの

とも27ページには宮坂ガバナーの紹介が掲載され

ていますので併せてご覧ください｡ またファイル

もお配りしました｡ 初例会を欠席された方は､ 受

付にありますのでお持ちください｡

出席・ニコＢＯＸ報告 山本博昭例会運営委員長

７/５ (会員54名) 出席34名前々回修正出席率89.78％

・井上明彦さん☆今年度をよろしく｡ 青木年度､

お疲れさま｡ ゆっくりと食事をお取り下さい｡

新年度へのご支援､ よろしくお願いします｡

・南 信行さん・瀧澤 聡さん・村田秀雄さん☆

一年間よろしくお願いします｡

・青木茂人さん☆一年間お世話になりました｡

今日から安心して昼寝ができます｡

・轟 修平さん☆幹事と言う大役１年間ありがと

うございました｡

・綿貫隆夫さん☆リスボン世界大会に出席しまし

た｡ 田中会長の英語のスピーチに会場総立ちの

拍手でした｡ 宮坂ガバナーエレクト一行21名で

参加されて同じホテルでした｡

・関 幸博さん☆新年度早々の欠席ですみません｡

７月５､ ６日と会社恒例の ｢富士登山｣ で連続

６年となりました｡ 今年は80人で TRY してい

ます｡ 世界遺産を満喫してきます！

・小池裕孝さん☆井上会長のもと SAA を務めさ

せて頂きます小池です｡ 最初の例会に欠席しま

して申し訳ございません｡ 本年度もスムーズな

例会運営に皆様のご協力宜しくお願いします｡

・竜野晃一さん☆大役ご苦労様｡

・若麻績信昭さん☆①〃②近頃の子供の成長は早

いもので､ ３/７に結婚した長男に６/28長男が

誕生し私はおじいちゃんになりました｡

・伊東義次さん・高橋英司さん・小林敏生さん☆

青木さん､ 轟さんご苦労様でした｡ 井上会長､

南幹事一年頑張ってください｡

・竹内喜宜さん☆井上・南年度のスタートを､

祝して｡

・柄澤重登さん☆男性合唱団 ZEN 創立10周年演

奏会は楽しく迫力ある (男性メンバー約90名)

演奏会でしたと大勢の方に言って頂きました｡

・山�茂樹さん☆４年間お世話になりました｡

引続きけんしんの土屋君を宜しくお願いします｡

・山本博昭例会運営委員長☆よろしくです｡

・合 計 56,000円

・スヌーピー 5,376円

・累 計 61,376円

例 会 案 内

７月19日 会員卓話 中野欣哉さん

７月26日 会員卓話 青木 宏さん

８月２日 納涼会 18：30～ 於：犀北館



ホームページがリニューアルしましたホームページがリニューアルしました


