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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

私が会長を仰せつかってから､ ５ヶ月の月日を

数えます｡ 時の過ぎ往くは早いもので､ ことにこ

の５ヶ月という間にガバナー補佐事前訪問に始ま

りガバナー公式訪問､ 地区大会､ 秋の森例会､ 北

信第一・第二グループ合同Ｉ・Ｍの主管と主要行

事の大半を皆様のご協力と､ ご支援によって無事

成功裡に進めてくることができました｡ そして､

本日の年次総会を以て次年度の新体制を決めてい

ただくことで今後の私の仕事は例会での挨拶に専

念させていただきます｡

会長としての仕事は去年の年次総会より始まり

本日に至ったと思っております｡ 本日の年次総会

で承認いただく新年度竹村体制役員の皆様には本

日より仕事が始まることへのエールを送らせて頂

き､ この長野西ロータリーがより発展することを

ご祈念申し上げます｡

本日の例会もお楽しみいただければと思います｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

・12/６ 地区補助金管理セミナー於：松本

竹村会長エレクト・粕尾正康さん・竹内財団委

員・伊東ガバナー補佐､ 地区委員として柄澤重

登さん 出席

・次週11日は恒例の年末家族会です｡ 出欠変更等

の連絡は12月９日までにお願いします

12月のお祝い事 おめでとうございます

〈結婚記念会員〉宮原友昭さん 村田秀雄さん

清水光朗さん 清水 満さん

〈夫人誕生記念〉小池友美さん 松本知子さん

宮原いずみさん 村田和子さん 岡田成子さん

〈会員誕生記念〉福澤 寛さん 松本克幸さん

中山富太郎さん 西沢 徹さん 高井新太郎さん

竹重王仁さん 竹村利之さん 轟 修平さん

次年度役員理事候補者発表 竜野晃一指名委員長

会長 (役員) 竹村利之 副会長 (役員) 池田修平

会長エレクト (役員) 兼クラブ奉仕委員長 南 信行

直前会長 (役員) 清水光朗

職業奉仕委員長 (理事) 轟 修平

社会奉仕委員長 (理事) 瀧澤 聡

国際奉仕委員長 (理事) 村田弘志

青少年奉仕委員長 (理事) 清水 満

幹 事 (役員) 粕尾正康 会計 (役員) 林 智成

ＳＡＡ (役員) 松本克幸 (敬称略)

年次総会 議長 清水光朗会長

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

第1366回例会 2015年 (平成27年) 12月４日 (金) 年次総会
第1367回例会 2015年 (平成27年) 12月11日 (金) 年末家族会

12月18日プログラム 会員卓話 宮川礼二さん ｢30周年記念卓話｣



―――――― 拍手をもって承認 ――――――

竹村利之会長エレクト挨拶

ご承認ありがとうございました｡ 理事・役員の

方々と力を合わせまして､ 事業を進めて行きたい

と思っております｡ また､ 次年度は大事な創立30

周年記念事業があります｡ 地域の皆さんに感謝さ

れるような事業にすべく日々努力して参りたいと

思います｡ 皆さんの最大なる参加を期待しつつ､

多大なご協力を頂きながら2016～17年度に向かい

たいと思っております｡ どうぞよろしくお願い致

します｡

出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績信昭例会運営委員長
12/４ (会員53名) 出席40名前々回修正出席率91.66％

ゲスト 広間軌子さん (蔵の街すざか昔を語る会)

ヨンジャンサントス米山奨学生

・粕尾正康さん☆広間さんようこそ！お話を楽し

みにしています｡

・青木茂人さん☆次女が結婚しました｡ バージン

ロードを娘の手を取って歩くとき､ 緊張して足

がもつれてしまいました｡ 嬉しいような､ 寂し

いような複雑な気持ち｡ でもホッとしました｡

・竜野晃一さん☆新役員ご苦労様です｡

・清水光朗さん☆本日年次総会で次年度新体制が

決まります｡ 私の仕事は例会挨拶に専念させて

いただきます｡

・野村泰久さん☆森例会ご苦労様でした｡

・合 計 12,500円 ・スヌーピー 5,292円

・累 計 392,102円

お願い 青木 宏国際奉仕委員長

すべての子どもに教育をという世界寺子屋キャ

ンペーンで書き損じ葉書と未使用切手の回収にご

協力ください｡ 受付に回収箱を設置しますのでよ

ろしくお願いします｡ また米山記念奨学会へのご

寄付も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

広間さんは蔵の街すざか昔を語る会の会員でい

らして須坂在住です｡ 須坂地域に数多くある歴史

遺産､ 文化遺産､ 偉人伝､ 地域の伝説などをわか

りやすく語り､ 紙芝居として楽しみながら学ぶこ

とができるように ｢口演｣ をされています｡ 他に

朗読会､ すざか街並みガイド､ SBC 放送武田徹

さんの番組にも出演されています｡

ゲ ス ト 卓話 広 間 軌 子 さ ん

｢紙芝居 須坂に伝わる話｣

長野県には､ 各地に伝わっている昔話､ 歴史に

基づいた伝説､ 郷土の発展のために尽力した人々

のお話が数多くあります｡ それを ｢地域の方々に

お伝えしたい｣ との思いから､ 解りやすい ｢語り｣

や ｢紙芝居｣ を作成し､ 学校､ 公民館､ 博物館､

その他の各施設､ 地域のイベントで口演活動をし

ています｡ 大人からこどもまで共に､ 地域の歴史

や文化に触れ､ ｢ふるさとすざか｣ への愛情を深

め､ 誇りを持って次の世代に引き継いでいくこと

を目指しています｡ 今回は沢山あるお話の中から､

｢善兵衛さんの善光寺参り｣ ｢須坂のとのさま物語｣

をご覧くださいませ｡

｢善兵衛さんの善光寺参り｣

須坂の八丁村に住んでいる働き者の善兵衛さん｡

ある日､ 善光寺参りをしようと朝早く家を出まし

た｡ 八丁村から善光寺さんまでは屋島道をまっす

ぐくだります｡ さて､ その道中ではどんなこと

が・・・？

｢須坂のとのさま物語｣

江戸時代も終わりの頃の須坂藩のお話です｡ 第

13代目の藩主となったのは､ 名君といわれた ｢堀

直虎公｣ でした｡ この ｢お殿様｣ には様々なお話

が伝わっています｡ このお話も､ その一つです｡

江戸の町なか､ とのさまの御駕籠の前にとびだ

してきた若者は・・・？



第 1367 回例会　年　末　家　族　会
2015年12月11日（金）18：30～　於　長野ホテル犀北館　会員33名　ご家族・ゲスト70名

18：30～18：35 
 司　会：清水　満会員家族委員長
 挨　拶：池田修平直前会長
 乾　杯：柄澤重登第12代会長

19：00～　お楽しみプレゼント

清水委員長
皆様ご一緒に乾杯！

19：45～20：40
 長野県短期大学ウィンドオーケストラによる演奏
 指　揮：山本博昭会員

池田修平直前会長　挨拶　
　今晩は直前会長の池田です。清水会長本日欠席のため私が挨拶することになりました。
　本日は100名を超える皆様にご参加いただき、盛大に年末家族会ができます。
　清水年度は半年が過ぎて事業の大半が終わりましたので残りの任期は楽に進むと思います。関
係の皆様、あともう少しです。そして次年度の竹村年度は30周年になる長野西ロータリークラブ
の記念の年になります。大勢の皆様方の応援をいただいて事業が無事にこなせますようにと願っ
ています。
　では、年末家族会を皆様方と大いに盛り上がって楽しみましょう。

県短ウィンドオーケストラの皆さん

何が入っているのかな？「サンタさんこんばんは」

特別賞は犀北館ご提供のレストラン券
と松木安太郎さん色紙です

１番の賞品は綿貫さんに

サンタさん早く早く！

「ありがとう」

サンタさんからお子様へプレゼント



皆さん　お楽しみ頂けましたか？

メリークリスマス！！

20：40　締め　
竹村利之会長エレクト

★★　企画運営：清水会員家族委員長・大橋・中村・瀧澤・宮原委員　写真撮影・提供：青木　宏さん　★★

権堂で鍛えたのどで幹事熱唱　皆で合唱「明日があるさ」

「イェーイ！」　12/20に演奏会あります。来てね。

来年もよろしく

♪　見上げてごらん夜の星を～～
ビブラート利いています　♪ 上を向いて歩こう～

涙がこぼれないように～

初めて指揮したサントスさん
日本に来て６年、日本語も上手です

「皆さん一本締めで」
次年度もよろしくお願いします

指揮者が変わるとこうも変わる？

ノリノリで新橋の酔っ払い軍団みたい。って言われました。

例会案内　　12月25日　休会　1月1日　休会　　1月8日　新年初例会　会員卓話　竹村会長エレクト


