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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

会長挨拶 竹村利之会長

｢歓迎 原拓男ガバナー公式訪問｣

本日の原拓男ガバナーの公式訪問を会員一同､

心より歓迎申し上げます｡ また先日の創立30周年

記念式典では御臨席を賜り感謝申し上げます｡

福上ガバナー補佐におかれましても事前訪問､

記念式典の御臨席､ そして本日の訪問と御礼申し

上げます｡

原ガバナーはRIテーマを実践するために第2600

地区方針及び行動目標に ｢Basic & New! (原点

に返り新たな改革を)｣ ｢長所を認め合い絆を深め

よう｣ と掲げられ､ また様々なロータリー改革案

に対して積極的に取り組んでおられます｡ 本日は､

ガバナーの御指導を受けれる大変良い機会だと思

います｡ どうぞよろしくお願い致します｡

皆さんも既にご承知かと思いますが､ 山口和彦

さんが退会されることになりました｡ チャーター

メンバーであり､ クラブ運営にご尽力頂いた山口

さんに退会されることは､ クラブにとってとても

手痛いのですが､ 健康上の理由でご本人の意志が

固くこれ以上お引止めすることはできませんでし

た｡ 山口さんのクラブへのご功績に感謝を申し上

げこれからのご多幸をお祈り申し上げます｡ 30年

間､ ありがとうございました｡

幹事報告 粕尾正康幹事
・10/29森林 (もり) 例会と10/30秋の親睦ゴルフ

と松茸鍋懇親会 の出欠を早めに｡

・10/３ 長野市内６RC幹事会

山口和彦さん ご挨拶

私はチャーターメンバーでした

のでロータリー歴はちょうど30年

になります｡ おそらく出席率はど

なたにも追い越されていないだろ

うと思います｡

昨年透析が始まりまして､ 当初

は例会に十分出席できると思っていましたが､ 透

析をすると血圧が極端に下がってしまい帰宅後は､

横にならなければならないような状態になってし

まいました｡ ですのでこれ以上在籍しているとご

迷惑をおかけすると思い退会させて頂くことにし

ました｡ 皆様､ 30年間有難うございました｡

感謝の言葉 会長・松本克幸SAA

山口さんは､ 1990～91年度幹事､ 2002～2003年

度には会長､ 2010～2011年度にはガバナー補佐を

務められました｡ そしてご本人もおっしゃってい

ましたが出席率がいつも１番とか２番で私共のお

手本になるべくロータリー活動をして頂いており

ました｡ 誠に残念ですが､ 今度は私達が山口さん

にとって少しでも､ お力添えできればと思ってお

ります｡ また機会がありましたら是非お顔をお見

せ下さい｡ どうも長い間ありがとうございました｡

第1402回例会 2016年 (平成28年) ９月30日 (金) ガバナー公式訪問例会

人類に奉仕するロータリー
Rotary Serving Humanity

10／７ 本日のプログラム

会 員 卓 話 村 田 弘 志 さ ん

｢日本の歴史が変わった｣



出席・ニコＢＯＸ報告 宮原友昭例会運営委員長
９/30 (会員54名) 出席38名前々回修正出席率97.95％

ゲ ス ト 原 拓男ガバナー (佐久RC)
福上光磨ガバナー補佐 (更埴RC)

ビジター 山口正久さん (佐久RC)
☆全員からガバナーを歓迎して1,000円ずつ☆

・青木 宏さん・藤澤克彦さん・布施慶典さん
・林 智成さん・井上明彦さん・伊東義次さん
・小林健治さん・小出昭雄さん・小山浩太郎さん
・松本克幸さん・南 信行さん・宮原友昭さん
・村田秀雄さん・村田弘志さん・野村泰久さん
・大橋東二郎さん・太田裕志さん・斎藤 泉さん
・坂本千尋さん・高橋英司さん・高井新太郎さん
・高井 亘さん・竹内喜宜さん・瀧澤 聡さん
・竜野晃一さん・若麻績信昭さん・山口和彦さん
・山本博昭さん
・綿貫隆夫さん☆原ガバナーの訪問を歓迎します｡
・竹村利之さん☆粕尾正康さん☆原ガバナー訪問
を長野西ロータリークラブとして歓迎します｡

・柄澤重登さん☆原ガバナーを歓迎します｡ クラ
ブ創立30周年記念式典にご臨席の際には､ 素晴
らしいメッセージを頂き大切に記録にとどめら
れることでしょう｡ ありがとうございました｡

・山口和彦さん☆
30年間､ 皆様に
は大変お世話に
なりました｡ 透
析を受ける身と
なり14ヶ月経ち
ましたが次第に体がきつくなり体力的にも限界
を感じ本日をもって退会することに致しました｡
本当にありがとうございました｡

・飯田弘己さん☆大橋さん､ 伊東さん､ ありがと
うございました｡ おかげ様で研修旅行無事済み
ました｡

・合 計 53,500円 ・累 計 250,625円

原 拓男ガバナー紹介 福上光磨ガバナー補佐
原ガバナーは千曲錦酒造㈱取
締役会長でいらして1945年１月
佐久市生まれです｡ 趣味は､ ゴ
ルフ 音楽､ 歌､ 芸術鑑賞､ お
酒だそうです｡

ゲ ス ト 卓 話 原 拓 男 ガ バ ナ ー

私は趣味がゴルフで､ 今まで
に２回ホールインワンを経験い
たしましたが､ いずれも無欲｡
たまたまです｡ ゴルフは欲を出
すとろくな事はありません｡ ま
た子供の頃から母親の影響で音
楽や芸術鑑賞が好きで､ 今は地

元のコーラスグループに入って楽しんでおります｡
仕事柄お酒も好きで､ 寝酒は欠かせません｡ ライ
フワークは中学からバスケットボールを続けてい
た事もあり､ 平成11年にバスケットボール協会理
事となり､ 再三の要請で15年には女子の強化部長
を務め､ 運良くアテネオリンピックに出場するこ
とが出来ました｡
今年度地区の標語は ｢Basic&New (原点に返

り新たな改革を)｣ です｡ 行動指針は ｢長所を認
め合い絆を深めよう｣ と言うことで活動しており
ます｡
国際協議会でジョン・フランクリン・ジャーム

RI 会長にお会いした際に二つのお願いをされま
した｡ 一つ目は ｢あなたはクラブ会員を何人増や
してくれますか？｣ 私は９地区で10名の増員を目
標とし､ 90名と答えました｡ 会員確保に苦慮して
いる状況は2600地区最大の課題です｡ そのために
はロータリーの果たした役割を多くの人に知って
もらい､ 何に取り組んでいるかを伝え､ ロータリー
の入会が奉仕を通じて地域のため､ 人類のために
よりよい世界を築く機会であることを認識してい
ただくことが重要です｡ 二つ目は ｢R 財団100周
年にあたりいくら寄付をいただけますか？｣ 私は
一人200ドルという目標を伝えました｡ 1917年年
次大会でロータリー財団生みの親アーチ・フラン
クリン氏が演説の中で ｢世界で良いことをする為
の基金を作るのが極めて大切だ｣ と説かれていま
す｡ 東京麹町 RCの山田ツネ会員､ 峰英二会員が
提唱者のポリオの撲滅運動もその一つで目標達成
まで粘り強く活動を継続しています｡
1920年に米山梅吉氏が初代会長となり東京 RC

が設立され､ 2020年東京オリンピックの年に100
周年となります｡ 反対意見も出ましたが､ 100周
年をお祝いするという結論に至り今年度88,000人
の会員に一人200円の拠出をお願いすることにな
りました｡ また既にご存じとは思いますが､ ３年
に一度行われる規定審議会では大きな変革があり
ました｡ 例えば例会に柔軟性を持たせる件につい
ては全員で議論しその決定が自分たちのクラブに
とって良いと思われるならばその方向を決めるの
は各クラブ自身です｡
私は ｢四つのテスト｣ の三番目 ｢好意と友情を

深めるか｣ を一番大切にしています｡ みなさんロー
タリーを楽しみましょう｡

青木 宏 クラブ会報副委員長

例 会 案 内

10月16日� 地区大会 軽井沢

※10月14日�の例会はありません｡


