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e-mail:nwrc1987y@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

会長挨拶 清水光朗会長

本日は30周年記念事業の一環としての30周年記
念卓話で､ トップバッターの飯田さん卓話を楽し
みにしております｡ よろしくお願いします｡
さて､ これまで数回にわたり 『読書の秋』 にち
なんでテーマを選んでお話ししてまいりましたが､
本日は 『スポーツの秋』 をテーマにしたいと思い
ます｡
入り口の掲示板にポスターが貼りだしてありま
すが､ 10月11日に ｢善光寺ボール｣ と銘打ってア
メリカンフットボールの公式試合が開催されます｡
アメリカンフットボールというスポーツは､ この
長野ではなじみの薄いスポーツですが､ 発祥国の
アメリカでは大変な人気スポーツです｡ このスポー
ツの始まりはアメリカで軍事戦術シミュレーショ
ンから始まったと聞いております｡ 映画や､ TV
の一場面で地図上に敵味方の駒を置いて戦術のシ
ミュレーションを行っているシーンを見かけます
が､ それを駒の代わりに人間を配して行ったそう
です｡ それがアメリカ国民の国民性にも合ってい
たのか､ 大変な人気スポーツへと発展いたしまし
た｡ スーパーボールという全米プロチーム決定の
試合があるのですが､ 1980年代に FBI が指名手
配中の犯人に ｢あなたにスーパーボールのチケッ
トが当たりました｣ という告知をしたところ､ 数
人の犯人がのこのこと現れて逮捕されたという逸
話もございます｡
明後日に行われる 『善光寺ボール』 は当クラブ
と同じく第30回という節目の試合でもあります｡
もしご興味が沸き､ お時間のある方は観戦にお越
しいただければ幸いです｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

10月は秋のイベントが盛りだくさんです｡ 18日

の地区大会､ 24日 (土) 森林 (もり) 例会､ 25日

(日) 秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会｡ ご協力よ

ろしくお願いします｡

出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績例会運営委員長
10/９ (会員53名) 出席29名前々回修正出席率89.58％

・飯田弘己さん☆伊東会員とおかげ参りに行って

きました｡ 伊東さんありがとうございました｡

・竜野晃一さん・高橋英司さん☆飯田さん､ 卓話

を楽しみにしています｡

・清水光朗さん☆30周年記念事業の一環の､ 歴代

会長の卓話が始まりました｡ トップバッターの

飯田さんよろしくお願いします｡

・清水 満さん☆先日､ 親父の米寿祝いを湯田中

で行いました｡ 親がいつまでも元気な事に感謝｡

・滝澤 功さん☆飯田君の応援に参りました｡

｢ガンバレ！飯田｣

・合 計 18,500円 ・累 計 309,800円

10／30 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 藤 澤 藍 さ ん

｢かっこいいジィ～ジは孫のあこがれ｣

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

第1358回例会 2015年 (平成27年) 10月９日 (金)
第1359回例会 2015年 (平成27年) 10月18日 (日) 地区大会
第1360回例会 2015年 (平成27年) 10月24日 (土) 森林 (もり) 例会



北信第１・第２グループ合同開催 I・Mについて

伊東義次ガバナー補佐を盛り立てるべく皆様に

ご協力頂きたいと思います｡

西クラブ担当 北信第１グループ受付 会計

友愛の広場 懇親会 会場設営 記録担当

委員会担当案 詳細は後日

総括責任者 小山浩太郎幹事

補佐：村田秀雄副幹事 西沢徹副 SAA

受付サポート 東RCが担当なのでサポート

責任者：高井新太郎副会長 直前会長

例会運営委員会 R財団委員会

社会奉仕委員会 クラブ奉仕委員会

懇親会・会場設営 責任者 村田弘志 SAA

プログラム委員会 職業奉仕委員会

記録 責任者 青木 宏国際奉仕委員長

クラブ会報委員会 国際奉仕委員会

友愛広場 責任者 小池裕孝青少年奉仕委員

会員家族委員会 森委員会 青少年奉仕委員会

会計 会計 会計監査

会 員 卓 話 飯 田 弘 己 さ ん

｢30周年記念卓話 その１｣

お手元に ｢クラブ計画書｣ 11・12・51・52頁の

コピーを用意しました｡ 11頁は財団の寄付実績が､

12頁は米山の寄付実績が書かれています｡ クラブ

計画書の位置に注目ください｡ RI 会長､ 地区ガ

バナーの次の頁です｡ 両者の寄付はロータリアン

にとって如何に重要なのかを物語っています｡ こ

れについては後ほど触れます｡

先月ロータリーバッチの件で､ 強制的に身体検

査をさせていただきました｡ それは､ 52頁西クラ

ブの内規に基づいてのことです｡ 内規にバッチの

他に､ 各種ケースの場合ニコニコ BOXへいくら

投入するかの目安が書いてあります｡ ニコニコ B

OXのお金は各種奉仕活動に支出します｡ 自発的

にどんどん投入をお願いします｡

ついでに､ 本会計について触れます｡ 本会計は

会費でまかなわれて､ クラブ運営に充当します｡

実は夜間例会分は別で､ この１／４が食事代になっ

ています｡ 出された食事分は請求されます｡ です

から如何に食事を残さないかが､ 経費削減につな

がります｡ 皆さんにお願いしたいことは､ 出席・

欠席の報告を忘れずにしていただきたいことです｡

｢なぜ財団・米山に寄付をしなければならない

か｣ 私は ｢ロータリーの組織を維持するため｣ と

思います｡ 組織は､ １, 組織の

活動内容が社会に認められてい

る｡ ２, 組織が文化の香りがす

るニーズを提供している｡ ３,

利益を生み､ 次の投資を可能に

している｡ の３要素が必要です｡

財団の活動は､ １, 地球規模

のプロジェクト ｢ポリオ・プラス｣ ２, 財団が管

理する世界規模のプロジェクト ｢グローバル補助

金 (６つの重点分野)｣ 3.地区が管理する地域密

着のプロジェクト ｢地域が望んでいる奉仕活動｣

があります｡ 西クラブの寄付状況は､ 全国平均で

推移しています｡

来年30周年で144万円の財団寄付を予定してい

ます｡ 財団寄付の１／２が３年後に地区へ配布さ

れます｡ それを使って西クラブで､ ４年後に144

万円のすばらしい奉仕活動を企画しよう｡

米山の活動は､ １, 優秀な人材を集めるため高

額な奨学金としている｡ ２, 奨学金だけでなく精

神的なケアーとして､ 世話クラブとカウンセラー

制度を採用している｡ ３, 奨学生同士横のつなが

りを持つようにしている｡ 他団体にはない特徴が

あります｡ 西クラブの寄付状況は､ 全国平均の65

％で推移しています｡ もっと頑張らなくてはいけ

ないと思います｡

財団・米山寄付に対して税制上の優遇処置が受

けられます｡ 所得状況によって違いますが､ 寄付

10万円で税額控除が４万円､ 実質６万円の寄付と

考えられます｡

ロータリーは､ 社会に認められる数多くのすば

らしい活動をしています｡ だからロータリーの組

織は維持できると思います｡ そのための寄付です｡

声をかけられたら躊躇無く寄付をお願いします｡

そして ｢財団・米山に寄付をして ⇒ ロータリー

の組織を維持し ⇒ ロータリーを楽しもう｣

51頁８項を見てください｡ 西クラブには名誉会

員制度があります｡ そこには ｢理事会で定める金

額を納めなければならない｣ とあります｡ どうゆ

うことかと言いますと､ 退職した人は､ 会費の変

わりに実費 (会費の半額から０円) を収めていた

だくと言うことです｡ ですから経済的な負担が少

なく会員で居られる制度です｡ そして全会員が

｢天寿退会をしよう｣｡

例 会 案 内

11月７日 (土) 北信第１・第２グループ合同

I・M 会員セミナー



 

第1359回 2015年（平成27年）10月17・18日（日）2015~2016年度地区大会第1359回 2015年（平成27年）10月17・18日（日）2015~2016年度地区大会

「今見直しに勇気を！」の大会テーマのもと、松本南RCホストにより開催されました。

大会2日目　10月18日(日) 
7：20　　ホテル国際出発東口経由　長野RCと同乗
9：30～　本会議　12：00～　昼食
ロータリーデープログラム　一般公開
13：30～　マーチングバンドオンステージ
13：50～　青少年アワー
14：30～　記念講演：松平定知氏
　　　　　「日の本一の兵（つわもの）・真田幸村」
16：15～　RI会長代理講評　ガバナー挨拶

出席：会員15名 IAC 3名 米山奨学生　於：まつもと市民芸術館

 
秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会

2015年（平成27年）10月25日（日）ゴルフ：18名　松茸鍋：22名　
清水　満会員家族委員長　ゴルフ担当　中村千夏委員・大橋東二郎委員

優勝の西沢徹さん優勝の西沢徹さん 準優勝の大橋東二郎さん準優勝の大橋東二郎さん 第 3 位の布施慶典さん第 3 位の布施慶典さん

ブービー賞

小林敏生さん

ブービー賞

小林敏生さん

ベストグロス賞

井上明彦さん

ベストグロス賞

井上明彦さん

花咲賞

若麻績信昭さん

花咲賞

若麻績信昭さん



 

今年はこぶり
でしたが…

今年はこぶり
でしたが…

紅葉が綺麗紅葉が綺麗

遊歩道すっきりしてきました遊歩道すっきりしてきました

作業を終えて作業を終えて お疲れ様でした！！お疲れ様でした！！

ではこれから始めますではこれから始めます

バス車中にて講義バス車中にて講義

　10月下旬としては非常に暖かく天気に恵まれた24日、長野県最北の県境の開田山脈の尾根を走る信越ト
レイルの終点近い野々海池湖畔にある我がクラブの分収育林での、恒例の遊歩道整備に、会員16名家族
（奥様）３名それに長野県短期大学の生徒及び先生17名の計36名の参加を得て作業をして参りました。
　行きに２時間ほどかかる貸切バスの中、学生へ講義をさせていただきました。日本の森林の現況・分収
育林とは・排出CO2等々の環境問題に、学生は真剣に耳を傾けていました。
　現地ではビーバー・チェーンソー等の発動機器具６台、他に手のこ切り・剪定バサミ多数にて作業を
し、結構きついものでありました。作業外のお楽しみでは、昨年充分あった「天然なめこ」が本年は時期
がまだ早すぎたのか量は少なかったものの全員で分けて持ち帰りました。来年はきのこの“こま打ち”も
作業の一つに加えようと提案が出ました。疲れた後の湯滝温泉は身も心も癒してくれ、湯上りの会食懇親
会は、参加者全員の心が一つにうちとけあえた、そんな一時となりました。

森林（もり）委員長　南　信行

第1360回例会 ロータリーの森林(もり)例会第1360回例会 ロータリーの森林(もり)例会
2015年（平成27年）10月24日（土）

於：野々海高原（飯山市照岡山国有林　創立20周年記念事業分収育林　地区補助金申請事業
出席：会員16名　ボランティア20名


