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会長挨拶 井上明彦会長
｢北信第１グループＩＭの開催｣

先週は2600地区北信第一グループのＩＭが､ 戸
倉上山田で開催されました｡ 参加をいただきお疲
れさまでした｡ テーマは ｢職業奉仕を考える｣ で
した｡
今回は､ 戸倉上山田ＲＣホスト主管で､ 基調講
演は伊那食品工業の塚越寛会長でした｡ 講師は企
業として大切な事として ｢安定成長と企業の永続
性｣ と ｢社員の幸せ｣ を挙げています｡ ｢急成長､
急拡大は否定し､ それを悪としむしろ周囲を結果
として不幸にする｡｣ と述べています｡ その経営
理念は職業､ 仕事をとうして社会奉仕と､ 社会貢
献にあり､ 塚越会長の会社経営の姿はまさにロー
タリーのＩＭにふさわしい講話であり講師だった
と思います｡
職業奉仕を考えるパネルデｲスカッションでは

当クラブからは綿貫隆夫コーディネーター､ 小山
浩太郎職業奉仕委員長がパネリストとして登壇し
ました｡ 小山浩太郎君は“ロータリーにおける職
業奉仕と社会奉仕の相違”を的確に要約説明して
いました｡ 拍手､ 拍手｡
今日のゲスト卓話は長野女子高等学校ＩＡＣの
清水恵さんと荒井愛先生です｡ 日ごろの活動をお
聞きします｡ 今日の例会も楽しくお付き合いくだ
さい｡

幹事報告 南 信行幹事

・29日は第５回クラブ協議会 11：45～扇の間｡

・27日第２回北信第１グループ 会長・幹事会｡

・シドニー国際大会への参加案内が来ております｡

開催日 2014年６月１～４日｡ 掲示板参照｡

北信第１グループ IM報告 高井 亘副会長

クラブからは13名出席で長野 RC手配のバスに

同乗し会場の上山田ホテルへ行って参りました｡

戸倉上山田RCホストのもと､ 千木良賢作ガバナー

補佐､ 宮坂ガバナーのご挨拶から始まり､ 基調講

演では伊那食品工業の塚越寛さんの貴重なお話し

を伺い感銘を受けました｡ 外で講演するのはあと

１回だけにするそうです｡ 懇親会では､ 長野県出

身の入船亭扇好師匠による ｢文七元結｣｡ また御

当地ならではの十数名の芸者さんによる音曲と踊

りを観させていただきました｡ それから都筑パス

トガバナーが落語をされているそうで小噺をいく

つか披露して下さいました｡ 来年のIMホストは

須坂RC､ 再来年は､ 当クラブとなりますのでご

協力よろしくお願いします｡

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

11／29 本日のプログラム

会 員 卓 話 清 水 満 さ ん

例 会 案 内

12月６日 年末家族会 18：30～犀北館

12月13日 ゲスト卓話 安達仁美さん



出席・ニコＢＯＸ報告 金澤哲也例会運営委員
11/22 (会員56名) 出席35名前々回修正出席率87.75％

ゲ ス ト 長野女子高 IAC 顧問 荒井 愛先生
清水 恵さん

ビジター 小林聖仁さん (諏訪湖RC)
・小林聖仁さん☆メーキャップお願いします｡
・清水光朗さん☆長野女子高荒井先生､ 清水さん
ようこそ！！卓話よろしくお願いします｡

・南 信行さん☆長野女子高 IAC の皆さん､ 歓
迎致します｡

・山本博昭さん☆11月に初孫が (男子) が生まれ
てじいさんデビューいたしました｡

・小林健治さん☆なんとなく｡
・柄澤重登さん☆何かいいことありそうな｡

・合 計 18,500円 ・累 計 307,253円

講師紹介 清水光朗青少年奉仕委員長
本日は当クラブがスポンサーをしております長

野女子高 IAC の荒井先生と清水さんにお話しを
していただきます｡ 荒井先生は今年から就任され､
熱意を持ってクラブ活動の指導にあたられていま
す｡ ３月には地区主催の IA 海外研修派遣があり
ますが､ 参加についても積極的に考えたい旨､ お
聞きしています｡

ゲスト卓話 長野女子高インターアクトクラブ

｢長野女子高校 IACの活動について｣
今年度の主な活動について､ 報告をさせていた

だきます｡
まずは､ デイサービスセンターへの訪問活動に

ついて｡ 月に数回､ 学校のすぐ近くにある社会福
祉施設 ｢ノーマライ・暖家 うき宇木団塊クラブ｣
を訪問し､ 交流させていただいています｡
また､ 地域社会でボランティア活動に取り組む

青少年を応援する目的で実施されている ｢ボラン
ティア・スピリット賞｣ に応募しました｡
今年最も力を注いでいるのが､ ㈱ユニクロ主催

｢服のチカラプロジェクト｣ への取り組みです｡

『着なくなった子供服
を回収し､ 難民の方々
など世界中で服を本当
に必要としている人々
に届ける』 というプロ
ジェクトです｡ 文化祭
で展示発表を行い､ 全校生徒に呼びかけました｡
現在､ 学校内に回収 BOX を設置しており､ 443
着回収できました｡ 私たちインターアクトクラブ
では､ できる限り､ たくさんの衣服を､ 必要とし
ている世界の人々に贈り､ 笑顔を届けたいという
熱い思いで取り組んでおります｡ ロータリークラ
ブの皆様にもご協力いただければ､ さらに多くの
衣服を回収できるのではないかと思います｡ ぜひ
よろしくお願い致します｡
そして､ 環境委員会と連携して､ 学校内の校舎

周辺植物への水やりを行っています｡
地区大会では､ 交換留学生や米山奨学生の方々

のお話を聞くことができました｡ ｢本気になれば
不可能なことはない｣ ということを感じました｡
登山家の田部井さんの講演では､ 生きるパワーと
いうものをひしひしと感じました｡ こんなにもパ
ワフルで ｢人間の命｣ を楽しんで生きている人は
いるだろうかと思ってしまうほどでした｡
インターアクトクラブの活動は､ 本当に貴重な体
験ばかりで､ 大変だけれどその分大きく成長でき
ると感じます｡ 今回の体験を､ 今後のクラブ活動
に生かしていきたいと思っています｡
今後の活動については､ 次のような目標を立て

て進めて行きたいと考えています｡
まず､ お楽しみ会や合唱の披露､ 折り紙講習会

などを企画して､ ｢うき宇木クラブ｣ での活動を
充実させること｡ そして､ ｢インターアクト便り｣
を発行すること｡ ｢インターアクト＝ボランティ
ア｣ というイメージを払拭し､ もっと幅広く､ 世
界に目を向けて国際理解を深める活動を行ってい
るということを具体的に伝えたいと考えています｡
最後に､ シドニーへの海外研修への参加するこ

とです｡ 研修に参加したいと思った理由は､ 日本
を出て､ 新たな世界を自分の目で見て､ 視野を広
げたいと思ったからです｡ 海外研修や日々の活動
を通して､ 魅力的な女性を目指し､ 向学心を持ち
続けたいと思います｡ ありがとうございました｡

ゲスト卓話
吉澤 政己さん

11月８日の例会は弥生の間で行われました｡


