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第1261回例会 2013年 (平成25年) ８月30日 (金)
第1262回例会 2013年 (平成25年) ９月６日 (金) 職場例会

会長挨拶 井上明彦会長

ようこそ｡ 長野青年会議所 土屋陽平理事長｡

創設60周年記念の諸事業､ 長野オリンピックか

ら15年の記念講演会の成功御苦労様でした｡ 長野

青年会議所は1953年､ 加藤邦太郎初代理事長に始

まり今日に至っています｡ 現在の会員数約260名｡

シニア会員数560名｡ 特別会員200名｡ 合計1020名

を数える名実ともに全国有数の LOMに成りまし

た｡ 今後とも長野ＪＣが益々発展してゆくことを

期待し応援して行きます｡

｢墨田向島のご縁｣

先月､ 勝海舟の精神を語るフォーラムが､ 海舟

誕生の地､ 墨田で開かれました｡ 主催は勝海舟顕

彰会(広田健史会長)で発足10周年記念講演会です｡

同時代を共に生きた榎本武揚､ 坂本龍馬､ ジョ

ン万次郎の玄孫ら､ 子孫も交え､ 幕末､ 維新を支

えた志が､ 現代にどう受け継げられてきたかを語

り合うパネルデスカッションと経過報告会で歴史

人物の詳細を学んだ一時でした｡ 会長の広田健史

氏は東京向島ロータリークラブの会長で､ クラブ

社会奉仕事業の一環として､ また青少年育成活動

としても取り組んでいるおられます｡

“海舟ゆかりの子孫大集合”パネラー

高山みな子氏 (海舟の玄孫) フリーランスライター

榎本 隆允氏 (榎本武揚 (ぶよう) の會孫) 東京農大客員教授

坂本 登氏 (坂本龍馬９代目)

岡本 汎告氏 (坂本龍馬姉の乙女會孫) 龍馬の理解者

小西 圭氏 (ジョン万次郎玄孫) 上智大学日本語非常勤講師

江戸城の開城か､ 徹底抗戦か？西郷隆盛との歴

史的会談｡ 海舟は江戸城無血開城の立役者だった｡

海洋丸 (オランダ発注の最新鋭艦) は無傷で強力

で健在していた｡ 榎本武揚 敗軍の将でありなが

ら維新後は新政府で重職を歴任の不思議｡ 勝海舟

の精神を､ 出身地の墨田から発信し､ 次代の人に

伝えていく事が広田健史会長､ 田崎和則社会奉仕

委員長､ 向島ロータリークラブの意向です｡ と語

る｡ 本日の例会も楽しくお付き合い下さい｡

幹事報告 南 信行幹事

＊第２回クラブ協議会報告｡ これからの例会案内

・９/27千木良賢作ガバナー補佐事前訪問例会

クールビズでいいです｡ 例会終了後､ 補佐との

協議会､ 並びに第３回クラブ協議会開催｡ 歓迎

してニコニコBOXにご協力お願いします｡

・10/11 宮坂宥洪ガバナー訪問例会｡

・10/20� 地区大会 於：松本 10/18例会振替

・10/26� 森林 (もり) 例会 10/25例会振替

・10/27� 秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会｡

・新会員４名入会決定｡ 入会後会員数：56名

さらに会員増強をお願いします｡

・R財団クラブ寄付を上期15ドル､ 下期25ドルと

しました｡ 一人平均150ドル目標ですと1000ド

ル寄付者を６名お願いしたくご協力よろしくお

願いします｡ (山田友雄さん1000ドル寄付をさ

れているのであと５名)

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES



出席・ニコＢＯＸ報告 金澤哲也例会運営委員

８/30 (会員54名) 出席32名前々回修正出席率89.36％

ゲ ス ト 土屋陽平さん (長野青年会議所理事長)

ビジター 竹元正美さん (八王子東 RC)

・松本克幸さん・小池裕孝さん・小山浩太郎さん

☆土屋理事長ようこそ！！

・金澤哲也さん☆夜はめっきり涼しくなりました｡

かえって風邪を引かないように注意しましょう！

・合 計 12,500円 ・累 計 119,156円

国際文化教育協会

理事長 竹元正美さん

長野市出身でいらして､ 明

日長野高校にて講演を頼まれ

たそうで､ ネットで検索した

ところ金曜に当クラブの例会

があったのでビジターになら

れたそうです｡

｢ふるさと NAGANO応援団｣ のお名刺を持つ

竹元さんに５分間お話をいただきました｡

講師紹介 小山浩太郎さん

2013年度長野青年会議所理事長の土屋陽平さん

は､ 土屋薬品㈱取締役副社長をされています｡ 昭

和49年長野市生まれです｡ 長野青年会議所には

平成14年に入会し､ 国際化推進委員長､ 未来ビジョ

ン委員長など歴任され､ 世界を股にかけて活躍さ

れています｡ つり､ スノーボードが趣味で､ 特技

はスキーだそうです｡

ゲ ス ト 卓 話 土 屋 陽 平 さ ん

長野青年会議所は､ 創立60

周年という記念すべき年を迎

え､ 2013年度スローガン ｢創｣

～地域の未来を子どもたちの

ために～をもとに活動してい

ます｡ 本年の役割としては､

｢１､ 創始からの思いを受け継ぎ､ 後世へ正確に

伝えること｡ ２､ 今までの活動が地域にどのよう

な影響を与えてきたかを検証し､ 10年後を見据え

た未来ビジョンを構築すること｡ ３､ 未来ビジョ

ンを達成するための中長期に実現可能な事業構築

へ繋げること｡｣ です｡ ８月10日には､ 記念講演

会､ 式典､ 祝賀会を開催いたしました｡ 記念講演

会は､ 長野オリンピックから15年ということでメ

ダリスト４名をお呼びしてのトークショー､ 多く

の一般参加者とともに長野の明るい未来について

考える機会を創出いたしました｡ そして式典では､

ふるさとに誇りをもち長野のために活動､ 長野の

人々を勇気づける若者たちに光をあて ｢ながの未

来力大賞｣ 授与式を執り行いました｡ またメイン

ビジョンを ｢光溢れる我がまち長野｣ ～みんなで

創る確かな未来～とし､ 未来ビジョンを対外的に

発信いたしました｡ 今後の活動としては､ 未来ビ

ジョンを実現するために能動的な行動を起こすこ

とで長野の未来を創り上げてまいります｡

例 会 案 内

９月20日 例会場 ２階弥生の間
ゲスト卓話 八田慎蔵さん
卓話シリーズ松代学②
｢佐久間象山と八田家｣

９月27日 千木良ガバナー補佐事前訪問例会
会員卓話予定

９／13 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 長 尾 晃 さ ん

卓話シリーズ松代学①

｢信州松代藩の生んだ女流画家 恩田緑蔭物語｣



 
第1262回　9月６日　職場例会第1262回　9月６日　職場例会
於：みーるマーマ（関　幸博会員） 出席：29名

小山浩太郎職業奉仕委員長

「職場例会を始めます。」「職場例会を始めます。」

管理栄養部長の田子さん管理栄養部長の田子さん

「バイキングのお皿の使い方を説明します」「バイキングのお皿の使い方を説明します」

　こんにちは皆さん。ミールケア関幸博社長お世話様です。職場例会に
多数ご参加いただきありがとうございます。9月のRIロータリーテーマは
“青少年のための月間”です。諏訪においてRYRAが開催されます。青
少年育成は今、健全な“食”の確保なくして考えることはできません。
こちらのレストランは体に優しいオーガニック食品、自然食品をコンセ
プトにしていますね。まさに“食の心”をとおして青少年の健康つくり
をとらえているようです。今日の職場例会も楽しくお付き合い下さい。



「自然食レストラン　みーるマーマ職場例会」

　去る９月６日（金）会員25名、家族３名、事務局の西澤さんを含め総勢29名で、関幸博会員の大
豆島に在るレストラン「みーるマーマ」にて職場例会を開催いたしました。はじめに、レストラン
内にあるＫＩＤＳラボ（子ども向け料理教室）にて関幸博社長と管理栄養士の田子美津子管理栄養
部長から事業説明をしていただきました。その後、テーブルに移動をしてこだわり素材の自然食を
堪能させていただきました。レストランはビュッフェ形式になっており、様々な料理を好きなだけ
食べることができ、皆さん満腹でお帰りになりました。楽しそうに働いている店員さんの笑顔と、
美味しい自然食が印象的だった職場例会でした。関社長を始め社員の皆さん、お世話になりありが
とうございました。

小山浩太郎職業奉仕委員長

お店から
サプライズのお祝です
お店から
サプライズのお祝です 「お誕生日おめでとうございます」「お誕生日おめでとうございます」

「満腹です！」「満腹です！」

「どれにしようかな…」「どれにしようかな…」


