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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
新年あけましておめでとうございます｡ 今年も
よろしくお願いします｡
１月７日は７草粥をいただく習わしがあります
が､ 食べられましたでしょうか？セリ､ ナズナ､
ゴギョウ､ ハコベラ､ ホトケノザ､ スズナ､ スズ
シロの７草を粥に入れて食べますが､ 地方によっ
ては雪のせいで７草を積むことができないので､
別の材料を入れたりと､ 場所ごとに違っています｡
５節句という古来よりの３月３日の桃の節句､
５月５日端午の節句､ ７月７日の七夕､ ９月９日
の菊の節句などこの１月７日も７草の節句として
お祝いしています｡ その日には食べ物を食べたり､
お酒を飲んだりします｡ ３月３日は菱餅､ 白酒､
５月５日は菖蒲酒､ 関東では柏餅､ 関西ではちま
き､ ７月７日は素麺､ ９月９日は菊を浮かべた酒
を飲みます｡ 旧暦では１月７日は､ ２月25日で時
期的には約１か月程ずれますが今は新暦の日に合
わせて行っているようです｡ あと半年の任期です
がよろしくお願いします｡

新入会員紹介 宮原友昭さん
宮友産業 (株) 取締役副社長 Ｓ41年２月26日生

長野市北長池木工団地1927-７
井上さんから紹介いただきま

して入会させて頂くことになり
ました｡ 何もわからないので､
皆様方のご指導を仰ぎながら行
きたいと思います｡ どうぞよろ
しくお願い致します｡

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
＜結婚記念会員＞中村千夏さん
＜会員誕生記念＞柄澤重登さん

小林敏生さん

鈴木都美雄さん

幹事報告 中野欣哉幹事
・１月ロータリーレート：１ドル118円
・30日創立記念例会 18：30～ ます栄｡

創立30周年実行委員長挨拶 綿貫隆夫さん
先週準備委員の発表がありまし
たが､ こうして30周年を無事迎
えられそうなことが素晴らしい
と思いますし､ これからも元気
で行けるのではないかと思いま
す｡ また準備を進める事により

更にメンバー同士が親密になり良しが増えればい
いかと思います｡ どうぞよろしくお願いします｡

第1323回例会 2015年 (平成27年) １月９日 (金)

ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY

１／16 本日のプログラム 会員卓話 吉田真砂彦さん

若麻績さんが ｢堂童
子｣ 役の ｢お籠り｣
中です､ お見舞いに
行ってきました



出席・ニコＢＯＸ報告 小池裕孝例会運営委員長
１/９ (会員54名) 出席30名前々回修正出席率91.11％

・小林健治さん・竜野晃一さん☆新しい年です｡
よろしくお願いします｡
・高橋英司さん☆池田会長始め理事役員の皆様､
後半ご苦労様です｡ 本年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます｡

・伊東義次さん☆新年､ 今年も色々とお世話にな
ります｡

・小山浩太郎さん☆本年もどうぞ宜しくお願い致
します｡ 本日の清水エレクトの卓話を楽しみにし
ています｡ 皆さんしっかり話しを聞きましょう！
・清水光朗さん☆あけましておめでとうございま
す｡ 新年初例会での卓話､ いよいよ迫ってきた
というプレッシャーに押し潰されそうです｡ 卓
話の間､ 皆様にはゆっくりお休み頂ければと・・

・中野欣哉さん☆あけましておめでとうございま
す｡ 前の席に座るのもあと半年となりました｡
後半も宜しくお願い致します｡

・合 計 21,500円 ・スヌーピー 3,634円
・累 計 467,392円

会長 ：清水 光朗
直前会長 (役員) ：池田 修平
副会長 (役員) ：高井新太郎
会長エレクト､ 理事・クラブ奉仕委員長 ：竹村 利之
理事・職業奉仕委員長 ：山本 博昭
理事・社会奉仕委員長 ：斎藤 泉
理事・国際奉仕委員長 ：青木 宏
理事・青少年奉仕委員長 ：小池 裕孝

(以下委員長略)

プログラム：粕尾正康 クラブ会報：轟 修平
例会運営 ：若麻績信昭 会員家族 ：清水 満
Ｒ財団 ：野村泰久 森林(もり)：南 信行
幹事(役員)：小山浩太郎 副幹事 ：村田秀雄
会計(役員)：土屋孝二 会計監査 ：山口和彦
SAA(役員)：村田弘志 副 SAA ：西沢 徹

会員卓話 清水光朗会長エレクト

｢新年にあたって｣

昨年の長野県は災害に見舞わ
れた年でした｡ ２月の大雪､ ７
月には木曽の土石流､ 11月に御
嶽山噴火､ そして北部地震と災
害の連続｡ 北部地震では､ 私の
住居がちょうど活断層の上にあ

るため戸棚から食器が落ちて散乱するなど揺れも
かなりひどいものでした｡ 会社が心配になり急い
で駆けつけたものの､ ほとんど被害もない様子｡
他の役員も来ていない｡ あの地震は揺れたところ
と揺れなかったところの差があったようで､ 慌て
て駆けつけたのは私だけだったというわけです｡
３階の私のデスク周辺では書類が崩れたりしてい
ましたが､ それも周りの知人などに言わせればい
つも通りの散らかりと言われる始末｡ 普段からきっ
ちりと片付けておくべきだと再認識した次第です｡
こんな未熟者ですので､ まだまだ若造のつもり

でおりましたが､ 鏡を見れば相応の年を重ねた様
がハッキリ写り､ いつの間にかこのような大役を
いただくような年になったようです｡ なりは年を
取りましたが､ 中身はまだまだ若造ですのでこの
機会に皆さまから鍛えていただいて､ 内面も成長
させていかなければならないと決意を新たにして
おります｡
経済の面で言えば､ グローバル化が進む現代､

私ども印刷業界もいずれは海外へも目を向けなけ
ればならない時がくるでしょう｡ 一度海外進出に
苦い経験のある弊社はそう簡単に社内で海外進出
などと発言できないのも事実ですがそうした時期
もくるのであろうと予測しています｡ 情報という
ものは自分自身で肌で掴んでくるものですので私
も積極的に動いていく年にしたいと思っておりま
す｡ そのような時に大役を仰せつかりました｡ 明
るく楽しく上品さを失わないという精神で進めて
いきたいと思っております｡ どうかよろしくお願
いいたします｡

会員家族委員会より 高井 亘委員長
新春親睦ゴルフの日程は２月22日となりました｡
詳細は後日お知らせしますが､ ふるってご参加く
ださい｡

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23日 ゲスト卓話 吉田 ますみさん
吉田 レミさん

｢太極拳で健康に｣
＊例会場：２階 弥生の間に変更

2015～2016年度役員・理事・委員長の発表


