
THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

例会　毎週金曜日　12:30～13:30　ホテル国際２１
事務局

e-mail:nwrc@sweet.ocn.ne.jp
FAX〒380-0838 長野市県町576 026（235）2800 026（235）0016

長野西ロータリークラブ

会長／清水 光朗 幹事／小山 浩太郎 クラブ会報委員長／轟 修平

SAA／村田 弘志 副 SAA／西沢 徹

新旧会長・幹事 バッジ引継ぎ・記念品の贈呈

＊＊池田修平直前会長 ご挨拶＊＊

いよいよ新しく清水会長年度

がスタートしました｡ 会長挨拶

を考えなくてもよくなりとても

気楽になりました｡ 清水新会長

におかれましてはこれから大変

かと思いますが､ 一年間頑張っ

て下さい｡

皆様､ 一年間ご協力ありがとうございました｡

＊＊中野欣哉直前幹事 ご挨拶＊＊

事業計画で３つの目標があり

ましてその結果は①ここ数年の

会員減少によるクラブ経営を例

年通りそつなくやれた事｡ ②会

員増強に関しては弔事もあって

ちょっと残念な結果だったこと｡

③インターアクトクラブの活性化については､ 今

年13名という会員でスタートでき嬉しい限りでし

た｡ 色々とありがとうございました｡

本年度・理事・役員・委員長紹介 清水光朗会長

以上の方々で長野西ロータリークラブを､ 運営

していきたいと思います｡ どうか皆様ご協力よろ

しくお願い致します｡

７／10 本日のプログラム

前年度事業・決算報告 本年度事業・予算計画
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世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World



会長挨拶 清水光朗会長

本日より､ 新しい年度がス

タートいたしました｡ これから

の一年間､ 皆様とともに ｢明朗

にして品格のある｣ クラブ作り

に努めていきたいと思います｡

たしかポール・ヴェルレーヌ

だったかと思いますが､ ｢選ばれて在ることの､

恍惚と､ 不安と二つ､ 我にあり｣ という言葉を残

しています｡ 現在の私には､ 皆様と､ 未来への不

安という不安が二つあるばかりです｡ ただ､ 私を

支えて頂く役員の方々がそれぞれ力量を持った方々

なのでご安心頂けるかと思います｡

さて､ 今年のクラブ運営にあたっての最大のテー

マは､ 会員を増やすことにより会費の増収を計り､

同時にクラブ自体の活気をも増すことと思います｡

皆様にもご協力をお願いし､ これからの一年､ 頑

張りたいと思います｡ よろしくお願いいたします｡

幹事挨拶・報告 小山浩太郎幹事
幹事となり大変緊張していま

す｡ でも微力ながら清水会長を

支えクラブ運営に務め､ 品位を

保つべく頑張って行きたいと思

います｡ 若輩者ですが､ どうか

温かく見守って下さい｡

・会員増強目標は３名｡ ７月１日現在で正会員数

52名と名誉会員中山富太郎さんです｡

・例会時の服装は､ 本年度もクールビズ､ ウォー

ムビズの精神で､ ご自由な服装で出席下さい｡

・会費請求書発送 期限厳守 ７月末日まで｡

・お祝い記念品は､ 会員誕生は､ 図書カードを､

ご夫人誕生にはローズガーデンのお花を贈らせ

て頂きます｡

・月信・ロータリーのとも・配布｡

・８／７ 納涼会､ ８／14 休会｡

・ロータリーレート １ドル124円

副会長挨拶 高井新太郎副会長

１年間長いのですが､ 清水会

長を補佐あるいは､ 指導して何

とか過ごしたいと思います｡

よろしくお願いします｡

村田弘志SAA・西沢 徹副 SAA 挨拶

ひな壇に座るのは８年前に北

川原会長年度の幹事をした時と､

SAA は11年前に飯田会長年度

にした時と久し振りです｡ 働く

SAA として新たな気持ちで頑

張りたいと思います｡

初めての副 SAA で､ 時間配

分等不慣れですが､ ホテルの料

理をできるだけ美味しく召し上

がって頂けるように心を込めて

ご紹介しますので､ 何卒一年間

よろしくお願い致します｡

７月のお祝い事 おめでとうございます

＜夫人誕生記念＞中野清子さん 高橋久子さん

小林百合子さん 竹内牧子さん 野村桂子さん

＜結婚記念会員＞小山浩太郎さん

＜会員誕生記念＞青木茂人さん 池田修平さん

南 信行さん 村田秀雄さん 高井 亘さん

出席・ニコＢＯＸ報告 福澤 寛例会運営委員
７/３ (会員52名) 出席36名前々回修正出席率93.61％

・青木茂人さん☆先週､ 北海道

の富良野→宗谷岬間約400km

を走ってきました｡ 日本縦断

サイクリング､ 北海道納沙布

岬､ 鹿児島佐多岬の北への延

伸ができました｡ ただ稚内で

は大雨だったので､ よって宗谷岬往60km はレ

ンタカーに自転車を載せ､ 記念撮影だけしてき

ました｡ 前期高齢者に無理は禁物です｡ 一応､

学生時代に宗谷岬､ 稚内間は走ってますので｡

サイクリング中に初孫 (金玉付き) が誕生｡

５日間のうち半分が雨だったのは､ 家内の ｢恨

み雨｣ のようです｡



・伊東義次さん☆清水会長､ 小山幹事､ 一年西ク

ラブの為に頑張って下さい｡ 私もガバナー補佐

で北信第１グループをまとめていきたいと思い

ます｡ ご協力の程よろしくお願い申し上げます｡

・中野欣哉さん・小林敏生さん・高橋英司さん☆

清水年度スタートおめでとうございます｡ また

昨年一年間ありがとうございました｡

・清水光朗さん☆え～一年間宜しくお付合いをお

願いします｡ 役員・委員長は優秀な方を取り揃

えましたので､ 皆様にご迷惑をお掛けしないと

思います｡

・小山浩太郎さん☆頼りない幹事ですが､ 一年間

よろしくお願いします｡

・綿貫隆夫さん・飯田弘己さん・若麻績信昭さん

・福澤 寛さん・村田弘志さん・竜野晃一さん☆

新年度に当たり清水軍団､ 並びに伊東義次ガバ

ナー補佐に､ エールを送ります｡

・青木 宏さん・小池裕孝さん☆池田会長・中野

幹事一年間ご苦労様でした☆会報委員長として

委員会メンバーと､ 西澤さんには､ 大変お世話

になりました｡ 無事一年間会報をお届すること

が出来ました｡ 清水会長・小山幹事一年素晴ら

しい年になりますように！！

・清水 満さん☆同上｡ ☆清水会長の下会員家族

委員長としてお世話になります｡ 不慣れですが

皆さんご指導ご協力を宜しくお願いします｡

・柄澤重登さん☆同上｡ ☆山田先生の ｢お別れ会｣

キリスト教でした｡ 沢山の綺麗なお花に囲まれ

た面影を偲ぶ写真に弔辞を送ってお別れしてき

ました｡

・合 計 53,500円 ・スヌーピー 4,960円

・累 計 58,460円
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例 会 案 内

７月17日 会員卓話 岡田啓治さん

｢健康寿命｣

第23回インターアクト地区大会
2015年7月5日(日)

ホストクラブ：南安曇野農業高等学校 IAC
スポンサークラブ：あづみ野ロータリークラブ

安曇野市市役所にて

������������������

�
�

�
�

�
�

�

������������������

�
�

�
�

�
�

�


