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長野西ロータリークラブ

会長／井上 明彦 幹事／南 信行 クラブ会報委員長／関 幸博

SAA／小池 裕孝 副 SAA／村田 秀雄

第1282回例会 2014年 (平成26年) ２月７日 (金)

会長挨拶 井上明彦会長

長野青年会議所2014年度理事長・宮岡謙介さん

ようこそ歓迎します｡

JC は ｢奉仕・修練・友情｣ のもと ｢よりよい

社会づくり｣ をめざす運動に取り組んでいます｡

その事業の一つ光の祭典“第11回長野灯明まつり”

が明日開催されますが多くの市民が楽しみにして

います｡ 宮岡理事長の活躍を期待します｡

｢ソチ冬季五輪ついに開幕 Sochi｣

今日はソチ五輪の開会式です｡ ソチは黒海にあ

るリゾート地で､ 珍味・キャビアを採取するチョ

ウザメの生息地｡ そして良質なブドウとワインの

生産地との事｡ 以前にソヴィエト・ロシアへ旅し

た事がありますが､ ここソチもいつの日か訪れた

い都市の一つです｡ ソチのワイン・コニャックに

酔いキャビアを楽しみます｡

1998年長野冬季五輪のあの時を思い出します｡

あの時は雪不足で当日間際までヤキモキしていま

した｡ が､ 直前の降雪で結果､ 長野五輪は大成功｡

あれから16年､ 白馬のスキージャンプ・レジェン

ド葛西憲明は41歳､ モーグル女子の上村愛子もメ

ダル候補で現役出場中｡ 選手団の活躍を期待しま

す｡ 17日間ソチ五輪の競技を応援 TV 観戦とま

いりましょう｡

２月のお祝い事 おめでとうございます

＜夫人誕生記念＞

伊倉美幸さん 井上紀子さん 小山優里さん

金澤千代美さん 綿貫洋子さん 山本由美子さん

＜結婚記念＞ 布施慶典さん 伊藤宗正さん

小林敏生さん 宮川礼二さん

＜会員誕生記念＞

金澤哲也さん 村田弘志さん 斎藤 泉さん

幹事報告 南 信行幹事 (代小池 SAA)

・会費納入がまだの方はよろしくお願いします｡

・2014～15年度 ロータリー手帳予約受付中｡

・抜粋の綴りと地区大会報告書を配布｡

・書き損じはがき 回収２月21日まで｡

２／14 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 大 塚 晶 文 さ ん
(信濃グランセローズ監督)

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 大橋東二郎例会運営委員
２/７ (会員57名) 出席35名前々回修正出席率90.00％

ゲスト 宮岡 謙介さん

(長野青年会議所2014年度理事長)

・小山浩太郎さん☆ようこそ､ 宮岡理事長｡ 本日

の卓話を楽しみにしています｡

・小池裕孝さん☆清水光朗さんが会長として率い

る長野アメリカンフットボール協会のプライベー

トチーム長野ブルパーズが２/16横浜スタジア

ムでオーシャンボール出場決定！プライベート

リーグ日本一決定戦です｡ ご支援､ ご声援お願

い致します｡

・清水光朗さん☆よろしくお願い致します｡

・井上明彦さん☆宮岡理事長 ようこそ！歓迎し

ます｡

・合 計 13,000円 ・スヌーピー 5,184円

・累 計 443,505円

レンティング陽
あきら

さんのこと 粕尾正康さん

昨年４月に狩野さんが卓話をされた時に､ レン

ティング陽
あきら

さんを､ 皆さんに紹介されました｡ 早

稲田大学を卒業し､ オリンピックでの活躍を目指

しクロスカントリースキーを続けていきたいとの

お話で､ その際､ Team AKIRA のサポーター会

員になりました｡ そうしましたら今回のソチオリ

ンピックのクロスカントリースキーのリレーのメ

ンバーに選ばれたとのことで皆さんにご報告しま

す｡ 競技は16日だそうですが､ 女子カーリングと

放映時間が重なり､ リレーは録画となりますが､

皆さんにご覧いただければと､ お話しました｡

また､ 高橋英司さんの息子さんも､ お手伝いで

行かれているそうです｡ 大変ご苦労様でございま

す｡

講師紹介 小山浩太郎さん
宮岡理事長は､ 昭和50年生まれの38歳です｡ 青

年会議所には2003年度の入会ですが､ 後２年もす

れば卒業となりますので､ その際は､ 長野西ロー

タリークラブへのご入会をお待ちしております｡

飲料自動販売機管理､ 飲料販売､ また飲料店経営

でイタリアントマト Cafe‘Jr で４店舗お持ちの

セイバーズ㈱専務取締役をされています｡

JC の本年度のスローガンは ONE Direction～

ともに踏み出そう 未来に向けた新たな一歩～と

のことです｡

ゲ ス ト 卓 話 宮 岡 謙 介 さ ん

｢本年度の長野青年会議所の活動内容について｣
私達､ 長野青年会議所は

設立以来､ こちら長野西

ロータリークラブにも多数

の諸先輩がおられますが､

60年もの長きにわたり活動

を続けてまいりました｡ 私

たちが手掛けた主な事業と

して､ 長野電鉄地下化提言､ 長野少年サッカース

クール創設､ 長野びんずる祭り創設､ 長野冬季オ

リンピック招致・開催､ 長野灯明祭り創設提言､

等々社会的な貢献度の高いプロジェクトを行って

参りました｡

このたび､ ここで公益社団法人として組織も新

しくなりましたので､ JC の転換点として特に以

下の三点に注力して活動を続けております｡

１. 地域社会に貢献する公益社団法人としてふさ

わしい活動を展開する｡

２. 国家間と郷土愛､ 醸成プロジェクトの推進｡

３. ユースオリンピックの招致｡

以上､ 主要なプロジェクトが推進できますよう

長野西ロータリークラブの皆様のご理解とご協力

と賜りますようお願いいたします｡

会報当番：高橋英司

例 会 案 内

２月21日 休会 (定款に基づく休会)

２月28日 ゲスト卓話 北 村 優 子 さ ん

｢異文化との出会い・葛藤・適応｣

※例会場：16階 ブーランジェ

´

報 告

地区委員会編成のさらなる依頼がありました

地区諮問委員・地区研修リーダー

日韓親善地区委員 綿貫隆夫さん

地区諮問委員 山田友雄さん

インターアクト委員 清水光朗さん


