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会長挨拶 井上明彦会長

｢謹賀新年｣

駿馬か駄馬か､ いずれにしても旨い話を聞くも､
流されず｡ 箱根駅伝のように粘り強く走ります｡
本年もよろしくお願い申し上げます｡
皇居の新年祝賀の儀：新年恒例の一般参賀に参
加しました｡ お言葉は ｢本年が安らかなものであ
ることを心から願います｡ 年の初めに当たり､ 我
が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります｡｣
皇居・長和殿には約８万1,500人が訪れました｡
二重橋を渡って宮殿前の広場に入りますがその中
に外国人が多いのにはびっくりです｡
靖国神社の初詣：皆さんの初詣はいかがでした
か｡ 東京は晴れ渡り穏やかな正月でした｡ 空は澄
み渡り文化遺産の富士山がくっきりと見えて素晴
らし年始の一言｡ 早朝靖国神社へ初詣に出かける｡
靖国神社独特の空気の中 ｢国の平和と先人の鎮魂｣
を祈り合掌する｡ そして靖国参拝の問題を振り返っ
てみる｡ 日本の歴代の首相は先の戦争について
｢謝罪と反省｣ を繰り返してきた｡ ｢韓国や中国を
刺激するな｣ との意見は昔から言われているが､
歴代総理が靖国参拝しなかった結果､ 状況は年毎
に悪化し､ 今や最悪状態｡ 西にある二国にその心
が通じない最大の原因は両国が異常なまでの ｢反
日教育｣ を続けてきたことにある｡ 三が日の靖国
参拝者は25万人に上り､ 市民の参拝は増加してい
る｡ 安倍晋三首相は今後も粛々と参拝する｡ これ
に同意､ 賛成します｡
今年も無理をせず自然体で歩みます｡ よろしく
ご指導ください｡ 2014年が､ 皆様にとって穏やか
な年でありますように

１月のお祝い おめでとうございます

＜夫人誕生記念＞
青木弘美さん 布施悦子さん 柄澤良子さん
竹村正代さん 滝澤秀子さん 若麻績純子さん
山口ひさ子さん

＜会員誕生記念＞
柄澤重登さん 小林敏生さん 塩入洋佑さん
鈴木都美雄さん

ロータリー財団大口寄付者認証式 柄澤重登さん

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

長野ＲＣに入会し山口文男さん､
滝澤 功さんとともに長野西クラ
ブ創設のキーメンバーとなり移籍
し､ ロータリー歴36年間でＲ財団
への寄付累計額が1万ドルを超え
たので大口寄付者となりました｡
初代中山富太郎会長が ｢静かに穏

やかに進む人は長く歩むことができる｣ とおっしゃって
います｡ Ｒ財団と米山記念奨学会は寄付を活かす素晴ら
しい制度だと思います｡ 皆さんにも時間をかけながら少
しずつ寄付されることをお勧めしたいと思います｡

Ｒ財団マルチプル・フェロー
表彰1回目井上会長

Ｒ財団マルチプル・フェロー
表彰2回目野村Ｒ委員長



幹事報告 南 信行幹事

・１月ロータリーレート １ドル102円

・書き損じ葉書､ 未使用切手回収運動にご協力を｡

・１月24日例会場２階 弥生の間に変更です｡

・年度会費 (下半期分) は１月中までにお願いし

ます｡

会 員 卓 話 池田修平会長エレクト

｢暦を学ぼう｣

今日は暦についてお話し

します｡

2014年度の１月から12月

までのカレンダーと旧暦で

現在もよく使われている季

節の暦に記載していること

ば､ 例えば立春・春分・夏

至・秋分・冬至などのことば､ 和風の月を読む､

１月は睦月､ ２月は如月でその意味がわかる説明

などを用意しました｡

実は日本では古来より大陰太陽暦では､ 月の満

ち欠けで１ヶ月を表し１年が354日でした｡ 従っ

て毎年11日足りないので､ ３年に１度閏月をもう

け調整をしました｡

旧暦の１月１日は､ 今年は１月31日になり､ 立

春は２月４日が１月５日､ ３月３日の雛祭りは４

月２日､ ７月７日の七夕は８月７日で､ 昔は長野

でも１ヶ月遅れで御祝していたのが実際の季節で

あると思っていただけると思います｡

時間が少ないのでこれまでにします｡ また機会

がありましたらお話を聞いてください｡

会長 ：池田 修平

直前会長 (役員) ：井上 明彦

副会長 (役員) ：斎藤 泉

会長エレクト､ 理事・クラブ奉仕委員長 ：清水 光朗

理事・職業奉仕委員長 ：関 幸博

理事・社会奉仕委員長 ：伊東 義次

理事・国際奉仕委員長 ：粕尾 正康

理事・青少年奉仕委員長 ：村田 弘志

(以下委員長略)

プログラム：瀧澤 聡 クラブ会報：青木 宏

例会運営 ：小池裕孝 会員家族 ：金澤哲也

Ｒ財団 ：野村泰久 森林(もり)：村田秀雄

幹事(役員)：中野欣哉 副幹事 ：伊藤宗正

会計(役員)：轟 修平 会計監査 ：小林敏生

SAA(役員)：小山浩太郎 副 SAA ：伊倉智毅

出席・ニコＢＯＸ報告 金澤哲也例会運営委員
１/10 (会員55名) 出席35名前々回修正出席率91.83％

新年を祝って全員からニコＢＯＸ投入頂きました｡

布施慶典さん・飯田弘己さん・池田修平さん
井上明彦さん・伊東義次さん・金澤哲也さん
柄澤重登さん・粕尾正康さん・小林健治さん
小林敏生さん・小池裕孝さん・小山浩太郎さん
松本克幸さん・宮川礼二さん・村田秀雄さん
村田弘志さん・中野欣哉さん・野村泰久さん
斎藤 泉さん・塩入洋佑さん・高橋英司さん
高井新太郎さん・高井 亘さん・竹村利之さん
竹内喜宜さん・瀧澤 聡さん・竜野晃一さん
轟 修平さん・若麻績信昭さん・綿貫隆夫さん
山口文男さん・山口和彦さん・山本博昭さん

・南 信行さん☆あけましておめでとうござい
ます｡ 西クラブ活性化の為､ ご協力宜しくお
願いします｡

・柄澤重登さん☆１月12日は日曜日で大安です｡
私の誕生日で ｢喜寿｣ となりました｡ ラッキー
な日となりました｡ 益々息切れが激しくなり
ます｡

・合 計 40,500円 ・スヌーピー 4,913円

・累 計 408,321円

１年間このメンバーでご奉仕させていただきます｡
どうぞよろしくお願い致します｡

例 会 案 内

１月24日 会員卓話 北川原 健さん
｢歯科医からの警告
－インプラントにまつわる話｣

１月31日 創立記念例会 於：ます栄
18：30～

１／17 本日のプログラム

ゲスト卓話 リチ・クルニア・アリフさん
｢私の日本留学｣

2014～2015年度役員・理事・委員長の発表


