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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

前回のご挨拶ではギムレットというカクテルに

ついての薀蓄話しをさせていただきましたが前々

回のお餅・お雑煮について､ 前回のギムレットの

お話しともつい熱が入ってしまいました｡ で､ 本

日は前回に引き続きカクテルからお題を取らせて

いただきます｡ 今回は ｢カクテルの女王｣ と言わ

れているマティーニにまつわるエピソードをご紹

介させていただきます｡ マティーニはドライジン

３～４､ ベルモット１をステアで混ぜるのが基本

です｡ さすが ｢カクテルの女王｣ と言われるだけ

あって数多くのエピソードがございます｡ 例えば､

第二次世界大戦で英の指導者として対独線の先頭

に立ったウィンストン・チャーチルはドライなマ

ティーニを好んでいましたが､ ベルモットが敵国

イタリアのリキュールであったためにベルモット

の瓶を横目で見ながらジンを飲んだと言われてい

ます｡ また､ 有名なスパイ映画 ｢007｣ ではジェー

ムス・ボンドが ｢マティー

ニ､ ジンの代わりにウォッ

カで､ ステアせずにシェイクで｣ と注文するシー

ンが話題となりました｡ マティーニにまつわるエ

ピソードはまだ他にもたくさんございますが､ そ

れぞれお調べいただくのも一興かと思います｡

カクテルというお酒の飲み方は日本ではあまり

なじみの薄い愉しみ方かも知れませんが､ 意外な

拡がりをもたらしてくれるかも知れません｡ 本日

の岡先生の卓話も女性ならではの拡がりを見せて

いただけるものと楽しみにしております｡

本日の例会もお楽しみ下さい｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

＊第７回クラブ協議会 報告

・次週29日創立記念例会

18：30～ ます栄｡

・創立記念例会前17：30～

第一回次年度役員・理事・委

員長による第１回予定者会議

該当の方はお願いします｡

・２月は19日が定款に基づき休会｡

・職業奉仕セミナー２月20日 (土) 松本キッセイ

文化ホールにて｡ 会長・本・次職業奉仕委員長

次期幹事が出席予定｡ 希望の方は事務局まで｡

・３月17日 (木) 情報集会開催｡ 18：30～Zawacc

Caffe にて｡ 該当の方以外にも希望者歓迎しま

す｡ 詳細は後日ご案内｡

・会員動向について １月１日付き現在：正会員

53名 特別名誉会員１名｡ ７月１日会員数より

１名増｡ 会員増強目標は３名ですので皆様新会

員の推薦をよろしくお願いします｡

２／５ 本日のプログラム

30周年創立記念卓話

会 員 卓 話 滝 澤 功 さ ん

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

第1371回例会 2016年 (平成28年) １月22日 (金)
第1372回例会 2016年 (平成28年) １月29日 (金) 創立記念例会



出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績信昭例会運営委員長
１/22 (会員53名) 出席31名前々回修正出席率93.75％

ゲスト 岡正子さん・粕尾恒一さん

岡学園トータルデザインアカデミー 学校長

〃 総務部長

・若麻績信昭さん☆岡正子さん､ ようこそ！

・松本克幸さん☆今日は楽しみにしております｡

・飯田弘己さん☆伊東会員の手配で大相撲を観て

きました｡ 残念ながら御嶽海が見られませんで

した｡

・清水光朗さん☆岡正子さん､ ご無沙汰です｡ 本

日の卓話を楽しみにしております｡

・合 計 15,000円 ・累 計 650,147円

講師紹介 粕尾正康プログラム委員長

岡正子さんにようこそ｡ 本

日はありがとうございます｡

たまたま私の従兄弟が､ 会社

にいましてその縁でお越しい

ただきました｡ 岡さんは､ 岡

学園トータルデザインアカデ

ミー 校長｡ 株式会社エコマ

コ 代表デザイナーということです｡ 名刺に ｢未

来の自分をデザインする｣ とあり､ これをもっと

若いときに勉強していれば人生もっと変わってい

たのかなと思うのですが､ 今日のお話楽しみです｡

ゲ ス ト 卓話 岡 正 子 さ ん

岡学園 ｢創立70周年のあゆみと今後の展開｣

今日は､ ＪＣ時代の兄貴分

の皆様が沢山いらっしゃるの

で心強いです｡ 改めまして､

本年創立70周年を迎えます岡

学園の校長､ 岡正子でござい

ます｡ 当初は長野ドレスメー

カーといいました岡学園を､

母と二代に渡って繋いでまいりました｡ もうひと

つ代表を務める“エコマコ”という会社では､ 22

年前に真島の清掃工場で初めてファッションショー

を開催して以来､ エコロジーを長野から発信して

いくという思いで続けて参りました｡

少しだけファッションのお話をいたしますが､

今年“さる年”のキーカラーは赤です｡ 特に赤い

下着をつけると“病が

さる”ということで､

病気に罹りにくいと言

われています｡ 男性の

場合は､ 赤い柄のネク

タイを結ぶと､ 健康的

でエネルギッシュな印

象になります｡

さて､ 創立70周年の話です｡ 当初は３人の生徒

からスタートしたと母から聞いています当校も､

最盛期には昼と夜の部に分けないと教室が足りな

い程でした｡ しかし私が長野に戻った90年代以降

は､ ファッション界では大きな変化が起き､ ユニ

クロ､ H＆Mなどの既製品が安価で買える時代へ｡

さらに18歳人口が急減する2018年問題もあり､ 各

校ともどうやって生き残るのかが課題です｡ 岡学

園では10年前から従来のファッション科にデザイ

ン科を加えて､ トータルデザインアカデミーとし

ました｡ 更に来年は､ 長野の地財 (農業､ 食､ 観

光等) をデザインで企画・プロデュースする､

｢長野プロデュース科｣ を開設予定です｡ 特に産

官学の連携を重視し､ 若い学生が考えたアイデア

を商品化するなど､ 様々な応援をしていくことで

長野に恩返ししたいと思います｡ そのために､ こ

れからも皆様のお力をお借しください｡

例 会 案 内

２月12日 会 員 卓 話 坂井史明さん

２月26日 ゲスト卓話 赤池 健さん

本日のベストドレッサー賞です



 

第1372回　2016年１月29日　創立記念例会第1372回　2016年１月29日　創立記念例会
於：ます栄　出席：33名

ゲスト：長野女子高ＩＡＣ顧問 望月　誠先生　ヨンジャン サントス米山奨学生 
於：ます栄　出席：33名

ゲスト：長野女子高ＩＡＣ顧問 望月　誠先生　ヨンジャン サントス米山奨学生 

本日は長野西RCの創立記念例会です。清水会長は所用のため欠席ですので副会長の高井が代わ
りを努めます。
本日ゲストとして浪江RCの川橋昭義さん、長野女子高等学校インターアクトクラブの顧問望月
誠先生、そして米山奨学生のヨンジャン・サントスさんをお招きしましたが、川橋さんは骨折さ
れたそうで欠席しますと先ほど連絡がありました。皆様によろしくお伝えくださいとのことです。
ご承知のとおり長野西RCは、長野RCをスポンサークラブとして1987年１月に誕生しました。　
そこで次年度は30周年にあたりますから、今年の９月16日に30周年記念式典を予定しておりそのた

め毎月１回準備委員会を開いています。創立メンバーは50名いましたが、現在在籍していますチャーターメンバーは
12名です。本日はこのうち９名が出席して下さいました。
30年前というと売上税が問題となりましたが反対運動により廃案となりました。また、NTT株が上場され売出し価格
が119万7000円でしたが初値が160万円そして318万円の最高値がつきました。それからこの年には鶴田浩司や石原裕次郎
が亡くなっています。平沢貞道（帝銀事件の死刑囚）は最後まで無実を主張していましたが95歳で亡くなりました。
しかし長野西ロータリークラブはこれから40年、50年と続いていきます。メンバー一同共に歩んでいきましょう。

ようこそ！望月先生ようこそ！望月先生幹事報告幹事報告 乾杯のご挨拶は竜野さん乾杯のご挨拶は竜野さん

チャーターメンバーの皆さんチャーターメンバーの皆さん

1987年（昭和62年）1月30日　チャーターメンバー50名のうち在籍12名（生年月日順）

中山富太郎さん　竜野　晃一さん　柄澤　重登さん　綿貫　隆夫さん　小出　昭雄さん　山口　和彦さん
小林　健治さん　高橋　英司さん　北川原　健さん　飯田　弘巳さん　滝澤　　功さん　松本　克幸さん

今年は 30 周年記念式典が開催されます。 クラブのますますの発展を祈って乾杯

雪の為、開始が遅れお開きは20分
ほどおしましたが、締めは池田直
前会長にお願いしました。

創立30周年記念式典のお知らせ

2016年9月16日（金）式典開始　18：30～　於：犀北館

創立30周年記念旅行のお知らせ

2016年10月23日（日）～24日（月）東北方面　ご家族もご一緒に！スケジュールにお入れください。


