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長野西ロータリークラブ

会長／竹村 利之 幹事／粕尾 正康 クラブ会報委員長／中野 欣哉

SAA／松本 克幸 副 SAA／高井 亘

新旧会長・幹事 バッジ引継ぎ・記念品の贈呈

＊＊清水光朗直前会長 ご挨拶＊＊

１年間皆様のご声援とお叱りを頂きながら務め

て参りました｡ お陰様で竹村会長新年度にバトン

タッチすることが出来ました｡ これも会員の皆様

のご協力の賜物と思っております｡ 益々､ クラブ

の運営が盛んになるように竹村新会長への更なる

ご協力をお願い申し上げて退任の挨拶とさせて頂

きます｡

＊＊小山浩太郎直前幹事 ご挨拶＊＊

皆様には大変お世話になりな

んとか幹事を務めることが出来

ました｡ 有難うございました｡

引継の時にはなかったのですが､

伊東ガバナー補佐のもと､ IM

の担当をすることになり､ また､

最後の最後にはソウル国際大会まで行けというこ

とで､ ロータリーの事を広く学ばせて頂いた一年

でした｡

本年度・理事・役員・委員長紹介 竹村利之会長

以上の方々でクラブを運営していきたいと思い

ます｡ 創立30周年記念式典も控えています｡ どう

か皆様ご協力よろしくお願い致します｡

７／８ 本日のプログラム

前年度事業・決算報告 本年度事業・予算計画
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会長挨拶 竹村利之会長

直前会長の清水さん､ 直前幹

事の小山さん､ 大変ご苦労様で

ございました｡ 心より御礼申し

上げます｡

本日より新しい年度がスタート

いたします｡ 『明朗にして品位あるクラブ』 作り

に皆様と共に進んで行きたいと思っています｡

｢賽は投げられた｡ 事ここに至った以上は断行
・

するほかはない｡ 事すでに決す｡｣ シーザーがル

ビコン川を渡って､ イタリアに進撃する際に言っ

た言葉です｡ 今の私には計画を進めていく事が最

大の目的で､ 決して途中挫折や後退は許されない

という気持ちでいっぱいです｡ しかし､ 不安はあ

ります｡ ただ､ 私を支えて頂く役員の方々は経験

豊かにして力量がある人達なのでしっかりと前進

して行ってくれると確信しております｡

先ず創立30周年記念事業を成功させ､ 将来の礎

をここに築き上げることから始めたいと思ってお

ります｡ 次に､ 会員の増加に努めたいと思います｡

昨年より３名の増員を計り､ クラブの活気を少し

でも多くしたいと思います｡ また､ 西ロータリー

の最も特色ある森林例会を人々に呼びかけ地域に

根ざす活動をする｡ 益々クラブ会員の親睦と交流

を深めて行きたいと思います｡ いずれにしても､

これから一年間､ 皆様方の御協力を最大限お願い

し､ 共に進んで行こうと思いますので､ よろしく

お願いいたします｡

副会長挨拶 池田修平副会長

会長､ 直前会長そして副会長

と３年連続で会長と付く役を仰

せつかりました｡ 竹村会長は多

分皆勤だと思いますので､ 会長

挨拶の出番はないと思いますが､

クラブ協議会にて意見等言って見守って行きたい

と思います｡

幹事挨拶・報告 粕尾正康幹事

長野市内６RC の中で先駆け

て本日１日に例会開催となりま

した｡ これから１年間宜しくお

願いします｡ 幹事になるに当た

り色々と勉強するうちに､ ロー

タリーの素晴らしさを再確認しました｡ これだけ

の人脈､ 経済人の会は､ 他になく､ この機会にな

んとか活かせればと思っています｡ 社会情勢の変

化の中で､ ロータリークラブも変化して行かなく

てはならない時代ですが､ クラブもそれに沿った

形で会員それぞれが､ 特色を活かした活動を進め

ていけば魅力あるクラブになるのではないかと期

待しています｡ 私はその下働きをさせて頂きます

のでよろしくお願いします｡

・会員増強目標は３名｡ 次週より３名増えて正会

員数54名｡

・2016年規定審議会により定款改訂｡ 2600地区の

方針に基づいてクラブも30周年記念事業終了後

に､ 検討していきたい｡

・例会時の服装は､ 本年度もクールビズ､ ウォー

ムビズの精神で､ ご自由な服装で出席下さい｡

・会費請求書発送 期限厳守 ７月末日まで｡

・お祝い記念品は会員誕生 (30周年を記念してロー

タリーマーク付､ 名刺入れ) ご夫人誕生 (ロー

ズガーデンのお花) を贈らせて頂きます｡

・納涼会は､ 30周年式典の関係で開催しません｡

・ロータリーレート １ドル102円｡

SAA挨拶 松本克幸 SAA

色々なことを申し上げていますが､ 私個人では

なく SAAという役柄からと言うことでご理解い

ただければ有難く思います｡ 久し振りにひな壇に

座りましたが､ 例会がスムーズに進行するように

気が張り落ち着きません｡ １年間は早飯せねば・・

いずれにしても皆様にとりまして楽しく明るく元

気の出るそんな風な例会にしていきたいと思って

おります｡ 愛煙家の方々にはご不満もあおりかと

思いますが何卒よろしくお願い致します｡
ホームページ更新しましたホームページ更新しました
長野西ロータリークラブ 検索



副SAA挨拶 高井 亘副 SAA

本年度は､ ひな壇には３名ということで私はこ

の席より松本 SAAをサポートしていきたいと思

います｡ よろしくお願いします｡

副幹事挨拶 高橋英司副幹事

一年間粕尾幹事を支えて行きたいと思っており

ます｡ よろしくお願いします｡

７月のお祝い事 おめでとうございます

＜夫人誕生記念＞中野清子さん 高橋久子さん

小林百合子さん 竹内牧子さん 野村桂子さん

＜結婚記念会員＞小山浩太郎さん

＜会員誕生記念＞

青木茂人さん 池田修平さん 南 信行さん

村田秀雄さん 高井 亘さん 太田裕志さん

出席・ニコＢＯＸ報告 宮原友昭例会運営委員長
７/１ (会員51名) 出席32名前々回修正出席率93.75％

・伊東義次さん☆１年間大変ご協力を頂きました｡

お陰様で無事北信第１グループガバナー補佐を

務めさせて頂きました｡ いよいよ､ 竹村年度の

スタートです｡ 頑張って下さい｡

・竹村利之さん・粕尾正康さん☆本日より新年度

が始まりますが１年間よろしくお願いします｡

・松本克幸さん☆清水会長お疲れ様でした｡ 新年

度新米 SAA ですがよろしくお願いします｡ 愛

煙家の皆様にはご不自由をおかけします｡

・竹内喜宜さん・若麻績信昭さん☆竹村年度の､

船出を祝して｡

・綿貫隆夫さん・小出昭雄さん・野村泰久さん

・竜野晃一さん・飯田弘己さん・高橋英司さん☆

竹村年度の出発おめでとうございます｡

魅力あるロータリークラブを作りましょう｡

・宮原友昭例会運営委員長☆例会運営委員長とし

ていたらない点も多々あるかと思いますが１年

間よろしくお願い致します｡ また､ ノーバッチ

の際は､ 自主的にニコ BOX 投入をお願いしま

す｡

・清水光朗さん・小山浩太郎さん☆一年間有難う

ございました｡ いよいよ竹村年度です｡ 改めて

エールを送ります｡

・合 計 45,000円 ・スヌーピー 4,240円

・累 計 49,240円

30周年記念実行委員会より 飯田弘己特別幹事

本日例会後､ 実行委員会を開催します｡ 会員の

皆さんへ予告です｡ ①９月16日 (金) 創立30周年

記念式典祝賀会｡ 夜間例会ですが､ 皆さんは15：

30に犀北館に集合して下さい｡ 記念撮影後､ 準備

開始｡ 体調をこの日にあわせて整えて､ 全員揃っ

て撮影できるようにしましょう！！②10月23日

(日) ～24日 (月) 家族記念旅行｡ スケジュール

にお入れ下さい｡ まずは30周年記念式典に向け､

皆様の協力のもと準備を進めたいと思います｡

例 会 案 内

７月15日 会 員 卓 話 粕尾正康さん

７月22日 ゲスト卓話 西沢 亘さん

(西沢整骨院)
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