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会長挨拶 清水光朗会長

本日は朝の天気予報ではこの長野でも午後にな

ると雪マークになっていて (会場より､ もうすで

にザンザカ降っているぞ､ との声あり)､ いよい

よ本格的な冬を迎えようとしています｡ 今年の降

雪は如何でしょうか｡ 大変気になるところです｡

また､ 今年も早いもので年の瀬も目前に迫って

きまして､ 残すところあと１ヶ月となりました｡

実は､ 先月初めに人間ドックを受診しまして､ か

なり重度の糖尿病であるとの宣告を受けてまいり

ました｡ 親の因果か日頃からの行状の報いという

ことで今後はこの糖尿病と末永く付き合っていく

こととなりました｡ で､ これまで安定的に血糖値

が高い状態でいたところに毎日かなり強めの薬を

飲んで血糖値を下げているために､ 体がその状態

になれないためか結構しんどい想いをしています｡

考えてみると､ 歴史に書かれている事柄は大体

において変わり目について書かれていることが多

いと思いますが､ そういった時代に生きた人々が

その変わり目に出会った時､ 大きく分けて３つの

タイプに分けられると思います｡ 流れに逆らおう

とする人､ 流れに乗ろうとする人､ そして流れの

畔に立って流れの往く末を観ている人｡ どのタイ

プであっても正邪はつける必要が無いと思います

が､ 自身はボーっと眺めている組かと思います｡

やや重い挨拶になってしまいましたが､ 例会は

楽しい会にしたいと思います｡ 本日の会員卓話､

林さん､ よろしくお願いいたします｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

＊第５回クラブ協議会 報告

・次週12月４日 年次総会｡ 該当者の方をはじめ､

出席をよろしくお願いします｡

・12月１日 長野市内６ＲＣ幹事会

・12月４日 北信第１グループ 第２回会長・

幹事会｡ 於：ます栄

・12月６日 地区補助金管理セミナー ４名出席｡

・12月11日 年末家族会 18：30～

・12月25日､ １月１日 休会

・１月８日 新年初例会

・１月29日 創立記念例会 ます栄 18：30～

・12月25日～１月６日 事務局休みとなります｡

・例年にならい､ 年賀状は欠礼させて頂きます｡

・書き損じ葉書の回収にご協力下さい｡

・ダメゼッタイ運動では､ 合計28,000円を送金｡

ご協力ありがとうございました｡

・関東東北水害義捐金については､ 当クラブは､

52,000円送金：茨城県2820地区より礼状｡

12／４ 本日のプログラム

年 次 総 会

ゲ ス ト 卓 話 広 間 軌 子さん

｢紙芝居 須坂に伝わる話｣

第1365回例会 2015年 (平成27年) 11月27日 (金)

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World



出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績信昭例会運営委員長

11/27 (会員53名) 出席33名前々回修正出席率87.50％

・福澤 寛さん☆一番の寒さですね｡ 風邪にご注

意を！

・若麻績信昭さん☆今朝あんなに快晴だったのに

天気予報通り､ 雪になりました｡

朝のチャッカリ､ 姑のニッコリ (私は嫁さんの

にっこりが一番怖いです)

＊早退・ノーバッチの方は､ 正直に申告して頂き

ますようよろしくお願いします｡

・合 計 7,500円 ・累 計 374,310円

地区事務所開所について 伊東義次ガバナー補佐

2600地区の地区事務所固定化については､ 地区

大会での決議を受け､ 11月25日に正式に開設の運

びになり､ 松本商工会館での開所式に､ 出席して

参りました｡ 望月宗敬ガバナー事務局と原 拓男

ガバナーエレクト事務局とが入ります｡

会 員 卓 話 林 智 成 さ ん

｢自己紹介｣ と ｢けんしん｣ のＰＲ

７月から皆様の仲間入

りさせていただきました

長野県信用組合の林です｡

宜しくお願いします｡

本日は､ ｢自己紹介｣

と私ども ｢けんしん｣ の

ＰＲをさせていただきます｡

甚だ気恥ずかしい思いもありますが､ 会員の皆

様と何かしらの接点があれば､ 何かの折に話に花

が咲くかと思い､ 出来るだけ詳細なプロフィール

をご紹介します｡ まず､ 私の名前 ｢智成｣ ですが､

命名した母方の祖父が､ 僧侶であったことから､

お寺の後継に､ と思って名づけたと聞いています｡

住まいは､ 長野市安茂里､ 裾花中学校グランド北

側に住んでいます｡ 昭和36年10月､ 父の赴任地で

あった松本で出生､ その後､ 小学校に入学する時

分に現在地に転居しました｡ (中略)

昭和60年４月､ 大学を卒業後､ けんしん須坂支

店に入組し､ その後､ 岡谷支店､ 下諏訪支店､ 再

び須坂支店､ 坂城支店､ 高田支店､ 営業統括部勤

務を経て､ 現在､ 総務部に籍を置いてます｡

家族は､ 妻・長男・長女の４人家族です｡ 妻と

は､ 職場で知り合い､ 平成４年３月に結婚しまし

た｡ 長男は､ 平成10年２月13日､ 長野オリンピッ

クの会期中に日赤で生まれました｡ 現在､ 高等専

門学校３年です｡ 長女は､ ４年後の平成14年２月

22日､ ソルトレイクオリンピック会期中に生まれ

ました｡ 現在､ 地元中学の２年生､ ソフトテニス

部に所属しており､ 真っ黒に日焼けしています｡

続いて､ この場をお借りしまして､ ｢けんしん｣

のＰＲをさせていただきます｡ この程､ 業界初の

国外拠点であるシンガポール駐在員事務所を開設

しました｡ 今のところ､ 職員１名､ 現地スタッフ

１名の２名体制です｡ 東南アジアに進出している､

又は､ 進出を検討している県内企業へのサポート

を目的として､ 情報収集を主に活動を開始しまし

た｡ 会員の皆様にも､ 是非､ ご活用いただきたい

と思います｡

例 会 案 内

12月11日 年末家族会 18：30～

於：犀北館

12月18日 例会場 ２Ｆ弥生の間に変更

会員卓話 宮川礼二さん

創立30周年記念卓話

12月25日 休 会


