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第1274回例会 2013年 (平成25年) 11月29日 (金)
第1275回例会 2013年 (平成25年) 12月６日 (金) 年末家族会

会長挨拶 井上明彦会長

｢100歳の詩人柴田トヨさん｣

(明治44年生まれ｡ １月20日101歳死去)

来年のカレンダーが平安堂で展示販売されてい

ます｡ 1000を超す種類の中に柴田トヨさんの詩集

カレンダー ｢くじけないで｣ が紹介されています｡

その詩集は出版されてベストセラーに成っていま

す｡ それを一部入手しました｡

｢人生､ いつだってこれから｡ 朝はかならずやっ

てくる｣

やさしく詩情あふれる作品に大変感動させられ

ます｡ 映画化されて女優の八千草薫がその詩から

感じ取れるトヨさんを､ そっくりに演じています｡

90歳を過ぎてから息子健一さんに勧められて生き

がいになったとのことで､ その精神には敬服しま

す｡ 裕福な米穀商の家庭に生まれながらも暮らし

が一変｡ 子供の頃は､ 奉公に出てつらい経験をし､

それがいつしか血となり肉となって詩心を呼び起

こしたのでしょう｡ トヨさんの素晴らしい人生を

映画で見て､ その絆など人間愛に感動です｡ 誰し

も高齢になると弱気になってしまいますが､ 何事

にもくじけないで､ ｢朝は必ずやってくる｣ とい

う思いを持ち､ そのポジテｲブな姿勢に感動でし

た｡ 相生座で現在上映中です｡ 作品鑑賞にお出か

けください｡

来週はいよいよ12月｡ 毎年インフルエンザが流

行り始める時期です｡ どうぞ体調管理にはお気を

つけください｡ 今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５回クラブ協議会報告

・長野音協への団体加入については､ お祝い金と

して一期分支出し継続はしません｡

・長野北東RC提案の ｢長野駅前への寄贈品設置｣

については､ 協力することとし､ 再来年設置に

つき次年度以降の予算化をお願いします｡

・年末年始事務局休みは12/26～１/６｡

・例年にならい年賀状は欠礼とする｡

・世界寺子屋キャンペーン 書き損じハガキ回収

協力にお願いします｡ 例会場に回収箱設置

・30日地区職業奉仕セミナー 小山委員長出席｡

・次週６日､ 年末家族会開催 (犀北館 18：30～)

・第４回日台ロータリー親善会議案内掲示板参照｡

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

12／13 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 安 達 仁 美 さ ん

｢ユネスコとESDと新しい教育｣



出席・ニコＢＯＸ報告 山本博昭例会運営委員長
11/29 (会員56名) 出席34名前々回修正出席率81.63％

・高橋英司さん☆もうすぐ12月､ 師走｡ 今年もあ

と一ヶ月で終わります｡ 良い年で終わらせたい

です｡ 宝くじ買いました｡

・南 信行さん☆幹事の仕事も軌道に乗って来ま

した｡ よろしくお願いします｡

・井上明彦さん☆良い点が３点｡ 関さん､ おかえ

りなさい！土屋孝二さん､ 景観賞おめでとう！

清水さん､ よろしく！

・清水 満さん☆初めて卓話をさせていただき感

謝です｡ 次回の年末家族会に４人で参加予定し

ていますので２回分まとめて入れさせていただ

きます｡

・合 計 14,000円 ・累 計 321,253円

会 員 卓 話 清 水 満 さ ん

｢自己紹介｣

10月より入会致しました､ 信州林業株式会社

代表取締役社長 清水満と申します｡ 昭和33年９

月23日生れ､ 55歳戌年です｡

家族は結構年下の怖い？嫁さん１人､ 中２・中

３の娘二人と体重40キロ超の雄の黒ラブラドール

が一匹で､ 鬼無里の中心部に家を建てて生活して

おります｡ 実家は鬼無里の標高1000ｍ近い場所に

あり､ 庭からは眼下に雲海､ 正面にアルプス､ 右

手には戸隠西岳連邦と景色だけは素晴らしい場所

です｡ 中学校時代は道程８キロ高低差400メート

ル近い山道を､ 変速機の無い自転車で通学してお

りました｡

長野高専時代は寮生活で鬼のように厳しい先輩

から､ 上下関係をきっちり仕込まれまして､ 忍耐

と体力だけは強くなる事が出来ました｡

高専卒業後は新潟県の株式会社植木組に就職し､

北信越・東北方面の工事現場の代理人をしており

ましたが､ 家庭の事情により昭和63年３月に同社

を惜しまれて (？) 退職し､ 同年４月に現在の会

社に就職､ 平成16年より社長に就任し現在に至っ

ております｡

我社は建設業を主力

事業とし､ 年間２～３

億円程の公共事業を請

負っておりますが､ 観

光業として戸隠で 『戸

隠イースタンキャンプ

場』､ 野沢温泉村の上

の平ゲレンデで 『上の

平ロッヂ (レストラ

ン)』 も経営しております｡

また､ 劣化したコンクリートを特殊技術で修繕

する､ ジェイテック株式会社を100％出資会社と

して経営しております｡

この度は､ 先輩の山本測量の社長様､ いろは堂

の社長様より薦められて入会させて頂くこととな

りましたが､ 各界を代表される皆様と御縁ができ

ました事に感謝いたしております｡ また､ 例会等

の事業にも出来る限り都合をつけて参加したいと

思っておりますので､ 会員皆様方のご指導をお願

い致します｡

例 会 案 内

12月20日 会員卓話 布施 慶典さん

12月27日 休 会

１月３日 休 会

１月10日 新年初例会

卓話 池田会長エレクト

例会場：2階 弥生の間

１月10日 ゲスト卓話

リチ・クルニア・アルフさん

(長野東ＲＣ 米山奨学生)

おでやれ鬼無里



第 1275 回例会　年　末　家　族　会
2013年12月６日（金）18：30～　於　長野ホテル犀北館　会員35名　ご家族・ゲスト77名

井上会長　挨拶
　ようこそ西クラブ家族会へ。今年も大勢の皆さんにご参加いただきありがとうございます。年末、この時期になりま
すと一年を振り返ります。今年は日本の力を、日本そのものを世界にアピールした年でした。
　富士山が世界遺産となりました。2020年、東京オリンピックの開催が決定しました。
　続いて、日本の女性が長寿記録で、再び世界一になりました。　　　　　
　昨日、和食が世界から脚光をあび無形文化遺産に決定しました。これまで、食に関する文化遺産としては、①フラン
スの美食術、②スペインやギリシャなどの地中海料理、③メキシコの伝統料理、④トルコのケシケキの伝統料理があり
ます。和食が５番目の文化遺産登録です。かの国（中華料理、韓国料理）も文化遺産の認定を願っていましたが、「お
もてなし」の文化と「ご馳走さま」の感謝のこころを持つ和食（ＷＡＳＹＯＫＵ）が食の文化遺産になりました。
今日は会員家族委員会主催の“楽しい時間と、美味しい食事”と“おもてなし”を充分にお楽しみください。

18：30～18：35 
 司　会：中野欣哉会員家族委員長
 挨　拶：井上明彦会長
 乾　杯：綿貫隆夫パストガバナー

19：00～19：20　　お楽しみ抽選会

乾杯は綿貫パストガバナー 乾杯～～～！乾杯～～～！

北村優子さん　よう
こそ！

北村優子さん　よう
こそ！何が当たりましたか？何が当たりましたか？

今年も山本会員指揮のもと演奏がスタート。今年も山本会員指揮のもと演奏がスタート。 アンパンマンマーチに子ども達は大喜びアンパンマンマーチに子ども達は大喜び

子ども達はぐんぐん成長

はいどうぞ
！

19：45～20：35
 長野県短期大学ウィンドオーケストラによる演奏
 指　揮：山本博昭会員



20：35　中締め　
池田修平会長エレクト

新しい試みとして演歌３曲演奏・熱唱

サンタさんからプレゼント

若麻績さんノリノリ

委員長の指名によりまずは松本さん委員長の指名によりまずは松本さん

皆さんお楽しみいただけましたか…皆さんお楽しみいただけましたか…

★企画運営：中野会員家族委員長・伊倉・伊藤・土屋・北川原・綿貫・滝澤委員★
★★会報当番・写真撮影：関委員長・小林敏生会員★★

受付：例会運営委員会

おヒゲモジャモジャ土屋サンタさんおヒゲモジャモジャ土屋サンタさん

サンタさんありがとうサンタさんありがとう

サンタさんからプレゼント

あなた少し遅れてるわよ…
と池田さん

あなた少し遅れてるわよ…
と池田さん

はいチーズ


