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長野西ロータリークラブ

会長／池田 修平 幹事／中野 欣哉 クラブ会報委員長／青木 宏

SAA／小山浩太郎 副 SAA／若麻績信昭

会長挨拶 池田修平会長

陳平 (チンヘイ) 米山奨学生､ 更埴ロータリー

クラブの大川カウンセラーようこそ長野西クラブ

へ｡ 歓迎します｡ 今日は年次総会もあり早めに挨

拶させていただきます｡

先月の地震では皆さんも驚いたことでしょう｡

被害も出たお話を伺っています｡ 長野市では1847

年に善光寺地震､ M7.4で長野､ 松代､ その他で

６千人以上の死者が出ました｡ 1941年に長沼地震､

M6.1で死者も出ました｡ 1965年には松代群発地

震があり､ 最近では2011年の栄村とけっこう地震

がありますので備えが必要です｡

長野市では昭和56年以前の建物について木造の

耐震診断を無料で行っていますので､ 該当される

方は是非申し込み頂ければと思います｡ 長野市は

地盤の良いところは少ないので地盤の状況を知っ

ておくことが大事です｡

幹事報告 中野欣哉幹事

・12/７ 地区補助金管理セミナー於：伊那

清水会長エレクト・小山浩太郎さん・野村財団

委員長・伊東次期ガバナー補佐､ 地区委員とし

て柄澤重登さん 出席

・次週12日は恒例の年末家族会です｡ 出欠変更等

の連絡は12月10日までにお願いします｡

12月のお祝い事 おめでとうございます

＜結婚記念会員＞

村田秀雄さん 清水光朗さん 清水 満さん

＜夫人誕生会員＞

松本知子さん 村田和子さん 岡田成子さん

＜会員誕生記念＞

福澤 寛さん 松本克幸さん 中山富太郎さん

西沢 徹さん 高井新太郎さん 竹重王仁さん

竹村利之さん 轟 修平さん

出席・ニコＢＯＸ報告 竹村利之例会運営委員

12/５ (会員54名) 出席34名前々回修正出席率93.33％

ゲスト 陳平米山奨学生・大川久雄カウンセラー

・竜野晃一さん☆寒くなりました｡

・合 計 3,000円 ・スヌーピー 4,312円

・累 計 409,758円

第1320回例会 2014年 (平成24年) 12月５日 (金) 年次総会
第1321回例会 2014年 (平成24年) 12月12日 (金) 年末家族会

ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY

12月19日 プログラム 会員卓話 南 信行さん ｢ポール・ハリスという人ー クラブ幹事を終えてー｣



年次総会は会則により会員総数の３分の１以上
を持って総会の成立となっています｡ 本日の議題
は次年度役員・理事・ガバナー補佐・30周年記念
事業実行委員長の推薦です｡

次年度役員理事候補者発表 竜野晃一指名委員長
会長 (役員) 清水光朗 副会長 (役員) 高井新太郎
会長エレクト (役員) 兼クラブ奉仕委員長 竹村利之

直前会長 (役員) 池田修平
職業奉仕委員長 (理事) 山本博昭
社会奉仕委員長 (理事) 斎藤 泉
国際奉仕委員長 (理事) 青木 宏
青少年奉仕委員長 (理事) 小池裕孝

幹 事 (役員) 小山浩太郎 会計 (役員) 土屋孝二
ＳＡＡ (役員) 村田弘志
長野西ＲＣ30周年記念事業実行委員長 綿貫隆夫
北信第１グループ次期ガバナー補佐 伊東義次

次期ガバナー補佐幹事 高井 亘
次期ガバナー補佐副幹事 瀧澤 聡

(敬称略)

役員・理事を快くお引き受け頂きましたことを
申し上げ皆様方のご賛同を頂きたくよろしくお願
いします｡

―――――― 拍手をもって承認 ――――――

清水光朗会長エレクト挨拶

ご承認を頂き有難うございました｡ 来期も引き
続き､ 明るく明朗に､ かつ品位あるクラブを目指
して参ります｡ 皆様のご協力をどうぞよろしくお
願い致します｡

米山奨学生紹介 大川久雄さん
更埴ＲＣの陳平米山奨学生のカウンセラーの大

川です｡ ８月の夜間例会では､ 二人で参加させて
頂きお世話になりました｡ 自己紹介は本人からと
いうことで｡ 本日はありがとうございます｡

ゲ ス ト 卓 話 陳 平 米 山 奨 学 生

福建省は､ 中国の南沿岸部に
あり向かい側は台湾で､ 古くか
ら関わりが深い所です｡ 福建省
と言えば何を思い浮かべます
か？やはり､ ウーロン茶でしょ
うか｡ 産地として有名で､ 日本
で販売されているウーロン茶は

ほとんどが福建省です｡ これについて､ 私は日本
に来る前は想像もしていませんでした｡ 何故なら
ば､ 18年間住んでいて､ ウーロン茶は滅多に飲ま
なかったからです｡ ですから日本の方々にこんな
に愛されているとは､ すごく誇りに感じました｡
ウーロン茶の聖地として､ 武夷山が有名です｡ 中
国の諺には､ 好山好水好茶 (良き山よき水よき茶)
があります｡ 良い山と良い水があるからこそ､ 良
いお茶が生まれるというごく当たり前のことを言
いますが､ それがお茶の精神でもあると思います｡
また､ 福建省には８種類以上の方言があり､ お互
いに大きく違います｡ つまり､ 中国語と言っても
北京語だけではなく､ もっとたくさんの言語が含
まれています｡
福建料理はどんな感じですか？皆さんはおそら

く麻婆豆腐のような辛い中華料理をイメージされ
ると思います｡ 実際には､ 中華料理と言っても地
方によって全く違い､ 福建省は海沿いである為､
食文化は海の幸いが主要です｡ どちらかというと､
日本の食文化に近いと言えます｡ 魚やイカなどは､
炒めたり揚げることは少なく､ 主に煮立てて食べ
ることが多いです｡
ここでもう一つ香港のことを言いたいと思いま

す｡ 最近では､ 香港の行政長官選挙に対して､ 中
国共産党が関わり､ 香港市民の不満を招きました｡
その為､ 香港市民はデモを長期的に行っています｡
そもそも香港はどのような所でしょうか｡ 香港で
は､ 一国両制､ という特別の制度があります｡ つ
まり､ 大陸には共産主義､ 香港には資本主義とい
う制度です｡ また､ 香港のトップ (行政長官) は
共産党ではなく香港市民が選びます｡ 今回は中国
共産党がその行政長官選挙に関与することが一国
両制に違反である為､ 香港市民が怒ったのです｡
香港はこれからどうなっていくのか､ 関心を持っ
ていきたいと思います｡
中国と日本の間では､ 色々な隔たりがあり､ 両

国関係が良いとは言えないでしょう｡ しかし､ 古
くから､ 文化や伝統など色々な面で繋がっていて､
親しみのある両国とも言えるでしょう｡ これから､
両国の関係を良くする為には､ お互いの文化や事
情を理解することが大切だと思います｡

年次総会 議長 池田修平会長

例 会 案 内

12月28日・１月２日 休 会
１月９日 新年初例会

会員卓話 清水光朗会長エレクト



第 1321 回例会　年　末　家　族　会
2014年12月12日（金）18：30～　於　長野ホテル犀北館　会員30名　ご家族・ゲスト71名

18：30～18：35 

 司　会：高井　亘会員家族委員長

 挨　拶：池田修平会長

 乾　杯：伊東義次次期ガバナー補佐

19：00～19：20　　お楽しみ抽選会 乾杯は伊東義次
次期ガバナー補佐

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

池田修平会長　挨拶
　長野では10月に大きな地震があり多大な被害が出ました。皆さん方のお宅でも被害があったことと思います。まず
は、お見舞い申し上げます。
　さて恒例の年末家族会ですが、メンバー並びに家族のご参加で100人を超える方々にお越しいただきました。盛大に
できますことを大変感謝しています。本年度も６ヶ月が過ぎ、大きな事業も終了し、後半は楽に行けそうです。
　本日は、森林（もり）例会の時に、ボランティアとして活躍してくださった県短ウインドオーケストラの皆さんに、
のちほど演奏していただきます。皆さん、ご一緒にお楽しみ下さい。

山本さん指揮 県短ウィンドオーケストラの皆さん

さぁ一緒に

おどりまし
ょう

サンタさんからプレゼント

にゃん



20：35　中締め　
清水光朗会長エレクト

若麻績さんも・・

★企画運営：高井会員家族委員長・山本・中村・西沢・吉田委員★
★★会報当番・写真撮影：青木宏クラブ会報委員長★★

★受付：小池例会運営委員長・竹村委員★

ルパン三世も登場明日があるさ…

皆で歌いましょう！

どなたか指揮を…
では清水　満さんと青木宏さんに

柄澤さんも・・


