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会長挨拶 竹村利之会長

本日は第２回目の挨拶をさせて頂きます｡ 先輩
会長さん達の御挨拶では､ 皆様に役立つそれぞれ
の仕事からの情報をお話しされておりました｡ 私
もそれにならって 『建築』 の事から徐々に話をし
ていこうと思います｡
日本の建築の流れを大きく見た場合､ 三つに分
けて考えられます｡ 第一は仏教を中心とする大陸
文化が入ってくる前の原始時代であり､ 第二は仏
教文化が入って来てから江戸時代の末､ 西洋文化
が入る前まで､ 第三は西洋文化が伝わってから現
代に至るまでの間である｡ この中で原始時代は時
間的に一番長かったが文化水準は極めて低く､ 木
や石などの手近な材料で粗末な家を造っていた｡
これに比べると､ 第二期は中国文化に仏教文化そ
の他の文化が入り混じったものであるが､ 西洋文
化が盛んにまねられる明治初年の頃までの期間は
わずか千数百年間にしか過ぎない｡ しかし内容的
には最も複雑であり､ 大切な時期である｡ 次の明
治以降は近代建築の芽生えから開花をとげて一人
前になるまでの成長期間であり面白い時期である｡
大雑把に三区分してみて考えられるが､ 第二期の
仏教文化の建築に出来た作品の中に貴重な古建築
が一番多く､ 法隆寺・薬師寺等々国宝・重要文化
財の指定を受けている物が多く残っていることか
らも納得いく｡ 指定文化財2449棟の内ほとんどが
この期であり､ 明治以後は320棟である｡

交代会員ご挨拶 坂本千尋
ちひろ

さん

髪は白いのですが､ 昭和43年

生まれの48歳でございます｡ 北

野建設で営業部の仕事をしてお

ります｡ クラブには､ 瀧田､ 宮

下とお世話になりまして､ その

後だいぶご無沙汰してしまいました｡ 皆様のお力

をお借りしながら頑張って行きたいと思いますの

でどうぞよろしくお願い致します｡

新会員ご挨拶 太田裕志さん

メットライフ生命の太田です｡

入ったばかりですのに､ 嫁から

ももらえない誕生日プレゼント

を頂きありがとうございます｡

50歳になります｡ 右も左もまだ

わかりませんが､ 皆様方からご教授いただきなが

ら頑張っていきたいと思います｡ 今後ともどうぞ

よろしくお願い致します｡

幹事報告 粕尾正康幹事

・会員数は７/１現在正会員51名｡ 本日から54名

となりました｡ 小池裕孝さんは会社都合で一旦

退会とのことで２年後にはまた再入会の予定で

いらっしゃいます｡

・クラブ計画書・必携を配布｡ 印刷の関係で小池

さんが掲載されていますので訂正して下さい｡

表紙に印刷されているマークがロータリーの公

式ロゴとなりました｡

７／15 本日のプログラム

会 員 卓 話 粕 尾 正 康 幹 事

｢クラブの運営について｣
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出席・ニコＢＯＸ報告 野村泰久例会運営副委員長
７/８ (会員54名) 出席32名前々回修正出席率91.66％

ゲスト ヨンジャンサントス米山奨学生

・井上明彦さん☆竹村会長､ 粕尾

幹事の船出を祝して｡

・高橋英司さん☆訪米の予定です｡

私はますます盛んです｡

よろしく！！

・青木茂人さん☆本日誕生日67歳になりました｡

・合 計 9,500円 ・累 計 58,740円

お知らせ 清水 満青少年奉仕委員長

地区インターアクト委員会主

催のもと､ IA 夏季合宿が８/３

～４大町温泉郷にて開催されま

す｡ 長野女子高 IAC も参加予

定です｡ ご参加いただける方は

事務局まで｡ また７/16～17は

長野女子高の白梅祭

です｡ クラブよりIA

活動費として些少な

がらお渡ししたいと

思います｡

前年度事業報告 高井新太郎直前副会長

クラブ計画書のＰ38～39を参

照して下さい｡ 例年通りの事業

を行いましたが､ 北信第１グ

ループガバナー補佐として伊東

義次さんを輩出し､ 長野東 RC

と合同で IM開催｡ 地区補助金

事業として10月飯山野々海高原にて県短ウィンド

オーケストラの皆さんと森林 (もり) 整備をしま

した｡ また本年度の創立30周年記念事業にむけて､

準備委員会を原則月１回開催しました｡

前年度会計報告 小山浩太郎直前幹事

決算報告については７月１日

のクラブ協議会にて承認済みで

すのでご承知おき下さい｡

本会計の一般会計の収入は､ 前

年度繰越金2,436,514円､ 本年

度収入金13,090,873円で合計

15,527,387円でした｡ 支出は､ 13,674,618円｡ 次

年度繰越金は､ 1,852,769円｡ 入会金として３名

見込んでいましたが１名のみでした｡ 委員会運営

費は予算内ではありますが会員家族委員会で夜間

例会を１回豪華にしましたので例年に比べて支出

が増えています｡ それもあって繰越金が前年度に

くらべ少なくなっています｡ ニコニコ BOX会計

は繰越金2,308,573円｡ こちらは皆様のご協力と

地区補助金が貢献しており若干増えて繰り越すこ

とができました｡ 森特別会計繰越金は､ 1,337,892

円となりました｡ 特別積立金会計は､ 30周年記念

事業の為､ 取り崩しましたので繰越しは6,461,208

円となりました｡

会計監査報告 山口和彦会計監査

６月29日当クラブ事務所にて

高井会計立会いのもと､ 関係帳

簿､ 通帳､ 証書等を監査し､ 適

性に処理されていた事をここで

ご報告致します｡ 会費の増額を

せずもうしばらくはやっていけ

るのではないかということと､ 非常にいい決算報

告が出来たのではないかと思います｡

本年度事業計画・収支予算 粕尾正康幹事

事業計画・収支予算

P24～25のクラブ運営予定表

を参照して下さい｡ 納涼会は30

周年記念事業の関係で今回は開

催しません｡ ９/２G 補佐事前

訪問例会｡ ９/30 G 公式訪問例

会｡ 10/16地区大会｡ 10/29ロー

タリーの森林 (もり) 例会 (地区補助金事業)

11/６IM会員セミナー｡ 11/11職場例会｡

９月16日は創立30周年記念式典､ 10月23～24日

は創立30周年記念旅行を予定しています｡

～下半期省略～

一般会計の収入予算額は15,248,100円を､ ニコ

BOX会計の収入予算額は4,000,000円を､ それぞ

れ見込み前年度を踏襲させて頂いて予算組みして

います｡ 詳細はクラブ計画書をご覧になってくだ

さい｡ 以上よろしくお願い致します｡

例 会 案 内

７月22日 ゲスト卓話 西沢 亘さん
(西沢整骨院)

｢健康について｣

会長より小林理事長へ


