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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

会長挨拶 清水光朗会長

本日も熱い日が続いています｡ 会長を仰せつかっ

て１ヶ月｡ 少し落ち着いてきました｡

さて､ 当初の予定と違い旅の話題が続いていま

すが､ 今週も旅の話題で失礼します｡ 一人でフラ

フラとする旅が肌に合うと先週も申し上げました

が､ そう言うと英語が得意のように思われるかも

知れませんが､ 私は学生時代英語が大の苦手で､

高校の10段階評価でいつも１か２の評点を頂いて

おりました｡ そんな私が現地の方と話しをしてみ

ようと思うきっかけは､ 初めての海外での体験に

あります｡ その旅はアメリカ東部のニューヨーク

に始まって太平洋岸のサンフランシスコまでを２

週間かけて印刷関連の企業を訪ね歩く旅でした｡

道中仲間の一人がどこへ行っても現地の企業の方々

と親しそうに話されていて､ やはり英語を話せる

のは羨ましい限りだと強く思った訳です｡ ところ

が最後のサンフランシスコで一緒に旅をした仲間

と皆で飲みに行くことになり､ とあるバーのカウ

ンターで一杯やっていたところ､ 件の仲間の隣に

現地のおばさんが来ていつものように仲良く会話

を始めました｡ その内に件の仲間が ｢俺口説かれ

ているよ｣ と困った顔を見せたので､ そのご婦人

のお話を皆で伺ってみると､ ｢どこそこは景色が

良い｣ といった観光案内でした｡ その時､ 会話っ

てこんな感じで好いのだと思い､ 脂汗を額に浮か

べながらですが話す勇気を持つことが出来ました｡

退会・入会のご挨拶 土屋孝二さん､ 林智成さん

２年間ですが皆様方には大変お

世話になり有難うございました｡

ここで林君と交代しますが引続き

お引き立ての程宜しくお願いしま

す｡ 皆様のご健勝とクラブのご発

展を祈念しております｡

今回ご縁がありまして皆様のお

仲間に加えて頂き､ 大変嬉しく

思っております｡ クラブの基本理

念を理解しまして少しでも活動に

参加できればと思っております｡

よろしくお願い致します｡

長野信用組合常務理事総務部長 林 智成さん

出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績信昭例会運営委員長
７/31 (会員53名) 出席35名前々回修正出席率85.41％

ゲ ス ト ペイジ・ノリスさん (長野市国際室職員)

・粕尾正康さん☆ペイジ・ノリスさんお話を楽し

みにしておりました｡

・土屋孝二さん☆２年間お世話になりました｡

・斎藤 泉さん☆遅くなりましたが今年一年間､

社会奉仕委員会でお世話になります｡ よろしく

お願い申し上げます｡

・合 計 9,500円 ・累 計 125,960円
1348回合計が違っていました｡ 訂正してお詫びします｡

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

第1349回例会 2015年 (平成27年) ７月31日 (金)
第1350回例会 2015年 (平成27年) ８月７日 (金) 納涼会



幹事報告 小山浩太郎幹事

＊第一回クラブ協議会報告

・例会プログラム：８/７ 納涼会 ８/14 休会

８/28 職場例会 ９/１ 伊東ガバナー補佐事前

訪問例会 ９/18 望月ガバナー公式訪問｡

大勢の皆様でお迎えしたく､ またニコニコBOX

投入お願いします｡

・30周年準備委員会飯田特別幹事より記念事業の

計画について説明がありました｡

・土屋さん退会につき､ 会計を坂井史明さんに､

また新会員の桐澤さんは例会運営委員会､ 交代

会員の林さんは､ 青少年奉仕委員会に編入です｡

・ウィルス付メールが多くなりメールアドレス変

更を予定｡ 決まり次第お知らせします｡

・事務所の盆休みは８月11～14日です｡

・特別月間８月名称変更 RI 日本事務局より

８月 ｢会員増強・拡大月間｣ → 『会員増強・新

クラブ結成推進月間』

ダメ・ゼッタイ運動協力について社会奉仕委員長

例年通りダメゼッタイ普及運動に協力をしたい

と思います｡ 例会場に募金箱を設置しました｡ そ

れとは別にニコ BOX 会計から一人500円×人数

分を支出し､ 合わせて送金します｡ よろしくお願

いします｡

講師紹介 粕尾正康プログラム委員長

ノリスさんとは七福太鼓と言う毎週土曜日に練

習している和太鼓のグループで出会いました｡ そ

の他に三宅太鼓のグループにも入っていらして､

いろいろなものに興味をもち日本の文化が大好き

なようです｡

子どもの頃から日本語に興味があり高校生になっ

てから本格的に勉強し始めたそうです｡

2014年８月６日から長野市企画政策部秘書課国際

室の国際交流員として就任されました｡ 本日は､

パワーポイントを使ってお話されます｡

ゲ ス ト 卓話 ペイジ・ノリスさん

｢長野に住んでいるアメリカ人から見た日本文化｣

1988年８月ニューヨーク州生､

インディアナ州サウスベント市

で育ちました｡

小学校６年生の頃から日本語

に興味を持ち､ 高校より勉強を

始め､ ノートルダム大学東アジ

ア学部に進学し本格的に日本文化・日本語を専門

に勉強を積み重ねてきました｡

来日のきっかけは南山大学での一年間の留学で

した｡ その後､ 岐阜県大垣市と愛知県名古屋市で

の勤務を経て2014年８月６日より長野市企画制作

部秘書課国際室の国際交流員として翻訳・通訳・

国際交流イベント・異文化講座など幅広く活躍中

です｡

今まで勉強を重ねてきた日本語を駆使し日本文

化をより深く研究するため､ この長野においても

色々な経験をされています｡ まずは衣食住より着

物の着付けや食べ歩き､ 農家とのふれあいなど積

極的に行動しています｡ 具体的に数例を上げます

と､ 長野独自の ｢そば｣ ｢味噌｣ ｢おやき｣ などの

料理体験､ 住の経験では温泉文化にも触れました｡

また､ 職業柄各地域イベントにも関わったり､ 民

間の和太鼓サークルにも仲間入りさせてもらって

います｡

『長野にはこのほかにも美術・芸術面でも素晴

らしいものがたくさんあります

しもちろん大自然も豊富です｡

出来る限り体験し私から見た

｢長野｣ の良さを私なりに発信

できたら良いなと感じていると

ころです』 と言う抱負を語られ

締めくくられました｡

会報当番：中野欣也

例 会 案 内

８月28日 職場例会 ホテル国際 10時出発

８／21 本日のプログラム

ゲスト卓話 島 田 良 さ ん

｢グランドマネジャ｣



納 涼 会納 涼 会
2015年８月７日（金）18:30～　於：ます栄　　会員・ゲスト 34名出席

ゲスト：長野女子高等学校IAC顧問　望月　誠先生　ヨンジャン サントス米山奨学生
ビジター：浪江ロータリークラブ　川橋昭義さん

撮影：轟　修平クラブ会報委員長

清水会員家族委員長清水会員家族委員長
川橋さんようこそ！川橋さんようこそ！

会長も歌声をお披露目会長も歌声をお披露目

乾杯!!乾杯 !!

サントスさん「ネパールへ8/14～9/15と帰省して
災害復興ボランティア活動をしてきます。」

サントスさん「ネパールへ8/14～9/15と帰省して
災害復興ボランティア活動をしてきます。」

特別出演の歌手さんたち特別出演の歌手さんたち



望月先生ようこそ！

おかみさん いつもお世話になっています。

締めはやはり「手に手つないで」

よ！！男前


