
THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

例会　毎週金曜日　12:30～13:30　ホテル国際２１
事務局

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

ホテル国際での例会挨拶が今回で最後と言うこ
とになりますが､ 皆様には一年間お聞き苦しい挨
拶にお付き合いいただきまして有難うございまし
た｡ 今年に入ってからテーマとして私の映画遍歴
をご披露してまいりましたが､ 記憶に残った映画
のラストシーンとラストのセリフを幾つかご紹介
させていただきます｡ ラストシーンで記憶に残っ
ているのは前に紹介したことのある ｢第三の男｣
の並木の真っ直ぐな路をアリダ・ヴァリが一顧だ
にせず去っていくラスト､ チャップリンが夕日に
向かって歩み去る ｢モダン・タイムス｣､ そして
スタンリー・キューブリックの ｢博士の異常な愛
情｣ で熱血漢のコング少佐が核爆弾に跨がり配線
修理し､ かぶっていたテンガロンハットを振りな
がら落下していくラストです｡ また､ セリフでは
マリリン・モンロー､ ジャック・レモン､ トニー・
カーチスの ｢お暑いのがお好き｣ で女装していた
ジャック・レモンに惚れた金持ちじいさんの ｢こ
の世に完全な人間はいない｣､ それと ｢俺は最低
だ｣ と言って自分の手でまぶたを下ろしながら死
んでいった ｢勝手にしやがれ｣ のジャン・ポール・
ベルモントのセリフ､ これはラストのセリフでは
ありませんが､ ｢スター・ウォーズ｣ のハリソン・
フォードが別れの挨拶に言っていた ｢May the
Force be with you (フォースと共にあらんこと
を)｣ を最後にします｡
一年間､ 本当にありがとうございました｡

６月のお祝い事 おめでとうございます

＜結婚記念会員＞青木 宏さん 福澤 寛さん

小林健治さん 山口和彦さん

＜夫人誕生記念＞西沢千奈美さん 竜野勢津子さん

＜会員誕生記念＞井上明彦さん 山本博昭さん

幹事報告 小山浩太郎幹事
・17日観蛍会 ます栄 18：30～､ 24日は休会｡

・７月１日 第12回クラブ協議会開催 11：45～

次年度例会でのお願い 松本克幸次期SAA
クラブの基本方針である明朗で品位あるクラブ

運営を目指して規律ある例会運営をとのことで

SAA を仰せつかりました｡ ７月からの例会にお

いて下記の点を宜しくお願いします｡

・例会場は､ 禁煙とします｡ (机も設定しません)

・携帯はマナーモード､ 或は電源をお切り下さい｡

・挨拶・卓話中は､ 私語を謹むようお願いします｡

・ノーバッチについては自主的にニコ BOX投入

をお願いします｡

以上､ 愛煙家の方には誠に申し訳ございませんが､

健康の為にもご協力ください｡ ひな壇には会長・

幹事・SAAの３名で進行させて頂きます｡

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

第1388回例会 2016年 (平成28年) ６月10日 (金)
第1389回例会 2016年 (平成28年) ６月17日 (金) 観蛍会

７／１ 本日のプログラム

新 旧 役 員 交 代 挨 拶



出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績例会運営委員長
６/10 (会員53名) 出席36名前々回修正出席率87.50％

ゲスト ヨンジャンサントス米山奨学生

・清水光朗さん☆いよいよ最後の例会挨拶となり

ました｡ 一年間お聴き苦しい挨拶にお付合い有

難うございました｡

・伊東義次さん☆RI 国際大会 in ソウルへ当クラ

ブより６名で参加してきました｡ キンデックス

会場には､ ５万人のロータリーアンで大変混雑

しておりました｡ 色々と皆様にはお世話になり

ました｡

・竜野晃一さん☆しばらく休んでおりまして｡

・柄澤重登さん☆今日の卓話15分です｡ どうぞガ

マンして下さい｡

・飯田弘己さん☆７日５チャンネルで放映されま

した｡ 研修旅行で伊東さんに御厄介になりまし

た｡

・西沢 徹さん☆一年間つたない進行にお付合い

頂きましてありがとうございました｡ 来年は､

プログラム委員長をしますので会員卓話のお願

いの際には､ 是非よろしくお願い致します｡

・小林健治さん☆皆さんの健康を祈念して｡

・若麻績信昭さん☆ニコ BOX委員長の若麻績で

す｡ 一年間皆様方のご協力衷心 (ちゅうしん)

より感謝申し上げます｡ 合わせてお手伝い頂い

た福澤先輩､ 飯田先輩にも大感謝です｡

・合 計 25,000円 ・スヌーピー 4,606円

・累 計 892,574円

・ニコニコ BOX投入金総額1,952,574円

会 員 卓話 柄 澤 重 登 さ ん

｢創立30周年記念卓話｣

先日､ 長野女子高インターア

クトクラブ生徒16名がゲストと

しておみえになりました｡ 会長

挨拶で創立は平成10年と言って

おりました｡ 今年は平成28年､

18年の歴史あるクラブとしての

誇りかも知れませんが､ 高三は18歳､ 彼女が生ま

れた年に同クラブが誕生したことになります｡ 平

成10年は1998年､ 長野冬季オリンピック開催年｡

長野西ＲＣが提唱し､ 同校にＩＡＣを結成｡ 私の

会長年度､ 生みの親でしたが､ 育ての親は小林健

治校長先生､ 顧問の先生､ 永年のクラブ委員の方々

など大勢のご協力あって今日あるを省みて､ 時の

流れと自分の年齢を感じました｡

オリンピック期間中､ NewYork 州メイナＲＣ

ドンキムキンさん一家を北川原先生､ 高橋英司さ

ん､ 山口和彦さんがお世話し､ 現在もご家族で親

交が続けられているとのお話しは､ ＩＡＣが外国

のクラブと交流､ ホームステイを経験又海外の奨

学生を毎年受入など､ わずかですが世界のネット

ワークを通じ､ 国際理解､ 親善に貢献しているロー

タリークラブとして奉仕し､ 成長､ 発展している

ことを感じます｡

会 員 卓話 高 井 新 太 郎 さ ん

｢創立30周年記念卓話｣

私が会長になった1998～1999
年度は西RCが ｢地区大会｣ を
ホストすることになり､ その事
が一番印象に残っている｡ 中山
富太郎大会委員長・山口文男大
会幹事として地区大会委員会を
組織し､ 毎週事務所に集まり準

備し､ 会員すべての協力のもと､ 地区大会は成功
した｡ オリンピック・パラリンピックが終わり巷
では不景気風が吹いていたが､ これに目をそらし
ていたのか気づくことはなかった｡
数年前､ 久米島マラソンに参加するため那覇へ

向った｡ 久米島は久米仙という泡盛が知られてい
る｡ 前日那覇市に泊まり､ 朝､ 泊港からフェリー
で約４時間で島に着く｡ 雲があるが青い空も見え
ている｡ 今回はハーフマラソンにした｡ 午前９時
スタート､ 最初の４Ｋまでは島の中を走るので海
は見えない｡ やがて左手に東シナ海が見える海岸
線｡ 潮の香りがし､ 深緑の木々や､ 色とりどりの
ブーゲンビリアやハイビスカスが迎えてくれ､ 人々
の声援がある｡ ハーフマラソンの制限時間は３時
間30分｡ タイムは気にしないでマイペースで走る｡
途中歩かずにフィニッシュした｡ この後はパーティー
があり泡盛はすべて無料で飲み放題｡ 今夜は民宿
に泊まり又久米仙を飲む・・・・というはずであっ
た｡ 泊港に着いたのは予定通りであったが､ フェ
リー乗船券の発売窓口には ｢本日欠航｣ という大
きな張り紙がしてあった｡ ３･４日前から台風が
西南海上にいたのだ｡ 青い海・色とりどりの花そ
して久米仙はどこにもない｡ 風雨が次第に強くなっ
てきた｡



ご協力ありがとうございます♥

第 1389 回　観　蛍　会第 1389 回　観　蛍　会

2015～2016年度　清水光朗会長　挨拶
　最終夜間例会、観蛍会となりました。皆様のご協力、ご支援により何とか大
過無く、と個人的には考えておりますが、一年間の大役の終わりを迎えること
ができました。「明朗にして品位あるクラブ」運営を第一にとの思いでやって
まいりました。前半に比べ、後半の点にいささか難があったかとも思います
が、皆様にはご満足頂けましたでしょうか。ともあれ、次回の例会より真面目
な竹村年度が始まります。竹村新会長への熱いエールと共に一会員として楽し
いクラブ造りに協力し、これからの懇親例会を皆様と共に楽しく過ごしていき
たいと思います。

6月17日（金）18：30～於：ます栄 出席38名　ゲスト：川橋昭義さん（浪江RC）

幹事報告　小山浩太郎幹事

6月をもって退会されることになり

ました。小林さんと言えば日本酒で

す。寂しくなります。
竜野さんの

ご発声で乾杯！！
司会　清水　満
　　　会員家族委員長

乾　杯　竜野晃一さん

表彰発表　若麻績信昭例会運営委員長

皆様のご協力でニコBOX投入額目標を達成できました。

写真撮影：轟　修平クラブ会報委員長

★出席表彰★ 

　伊東義次さん（欠席５日：公務、メークアップ 約30日）
　高井　亘さん（欠席５日：　　　　　〃 ７日）
　綿貫隆夫さん（欠席８日：　　　　　〃 約33日）

★ニコニコBOX表彰★

　清水　光朗会長
　若麻績信昭さん
　高橋　英司さん



謡謡

北信流で北信流で

1本締め1本締め

会員家族委員会 見事なチームワーク !!会員家族委員会 見事なチームワーク !!

2015～2016年度　会員家族委員会　清水　満・大橋東二郎・宮原友昭・中村千夏・瀧澤　　聡2015～2016年度　会員家族委員会　清水　満・大橋東二郎・宮原友昭・中村千夏・瀧澤　　聡

締め　竹村利之会長エレクト
７月から宜しくお願いします。
締め　竹村利之会長エレクト

７月から宜しくお願いします。

次 週 例 会 案 内
７月８日　前年度事業、並びに決算報告　新年度事業計画、並びに収支決算


