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長野西ロータリークラブ

会長／南 信行 幹事／若麻績信昭 クラブ会報委員長／西沢 徹

SAA／飯田 弘己 副 SAA／宮原 友昭

会長挨拶 南 信行会長
地区大会初日での飯村愼一 RI 会長代理の講話

から興味ある話をします｡ 会長代理が第2550地区
のガバナーの年 (2014年) に18年振りで新しいク
ラブが誕生しました｡ 宇都宮さつき RCです｡ こ
のクラブは特徴があり､ 対象者が ｢事業主・一般
社会人・家事支援者 (主婦) ・若者シニア層・財
団及び米山学友会｣ など多様性に富み､ 年会費も､
事業主 (16万円) 一般社会人 (31才～40才10万円､
41才以上12万円) 家事支援者 (８万円) と分けた
ことです｡ 例会場は栃木県青年会館で弁当の食事
代込み一人1,000円､ 例会時間を若い人達が出席
しやすいように毎週月曜の夜６時半からとしまし
た｡ また､ 会長代理の宇都宮90RC (入会金５万
円・年会費20万円・毎週月曜12：30～) では今年
の６月に衛星 RCを８名で設立｡ 半数が女性の若
手経営者達です｡ 入会金３万円・年会費15万円で､
例会時間は毎週月曜夜７時から１時間｡ 場所は宇
都宮90RC と同じホテルですが食事代は1,500円
に抑えています｡ 近い将来20名で新クラブ独立を
目指しています｡
以上の話は､ フィラデルフィア RCが３種類の

会員・３種類の会費を新たに導入した話と共通し
た現状認識と将来計画であります｡ 私達は今､ 時
代の環境の変化に合わせクラブ細則を変更すべく
検討中ですが､ この事例も大いに参考として行き
たいと思います｡

次期役員・理事候補者の指名委員の委嘱について
クラブ細則第３条第１節並びにクラブ内規１に

より現会長､ および歴代会長経験者とし､ 現会長
ノミニー及び幹事をオブザーバーとします｡

幹事報告 若麻績信昭幹事
＊第４回クラブ協議会報告
・27日の例会は森林 (もり) 例会28日に振替､
11月３日は祭日ですので､ 次回例会は11月10日
です｡
指名委員の委嘱は11月の第一例会となっていま
すが､ 上記の事情により本日となりました｡

・森林 (もり) 例会前に､ 長野女子高等学校には
10月23日に会長と小山森林 (もり) 委員長､ 県
短へは25日に会長と太田森林 (もり) 副委員長
とで事前説明をしに参ります｡

ネパール訪問について 伊東義次委員長
11/11～16に､ 有志９名と現在ジャカルタ在住

のサントスさんとでネパールを訪問してきます｡
サントスさんがリサンク村 SAKURA体育館建設
プロジェクトを立ち上げ体育館を建設しました｡
桜の由来地でゆかりがあるネパール､ その体育館
に寄贈したい写真があり現地にてパネルに貼って
もらうような形でお届けする予定です｡

11／10 本日のプログラム

会 員 卓 話 竹 内 喜 宜 さ ん

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

第1450回例会 2017年 (平成29年) 10月20日 (金)
第1451回例会 2017年 (平成29年) 10月28日 (土) 森林 (もり) 例会



出席・ニコＢＯＸ報告 中島 勉例会運営委員
10/20 (会員51名) 出席33名前々回修正出席率87.75％

・布施慶典さん☆10月10日に創立15年目を迎えま

した｡ 長野の皆様に感謝致します｡

・柄澤重登さん☆信濃グランセローズは､ グラン

ドチャンピオンシップ最終第５戦まで挑戦しま

したが降雨コールドゲーム１－２で敗れ２勝３

敗｡ 独立リーグ日本一は残念ながらなりません

でした｡ しかし良く頑張ったと思います｡

・高橋英司さん☆今年の秋は､ 雨が多くハイキン

グなかなか楽しむ日が少なかったようです｡

・大橋東二郎さん☆本日卓話します｡ 退屈なお話

かと思いますがお許し下さい｡

・合 計 12,000円 ・累 計 290,606円

会員家族委員会より 青木 宏委員長

今度の25日水曜日に迫りました秋の親睦ゴルフ

と松茸鍋懇親会ですがゴルフは13名懇親会が18名

の参加となっています｡

森林 (もり) 委員会より 小山浩太郎委員長

28日開催の森林 (もり) 例会ですが県短から22

名､ 長野女子高インターアクトが11名､ 会員家族

19名総勢52名で行って参ります｡

職業奉仕委員会より 伊東義次委員長

11月24日 (金) に職場例会を善光寺経蔵・山門

にて開催します｡ 奥様方もご参加下さいますよう

お誘いください｡

会 員 卓 話 大橋東二郎さん

｢旅三題｣

｢人が旅をするのは､ 目的地

に着くためではない｡ 旅が楽し

いからである｣ と言ったのは旅

が大好きだった文豪､ かのゲー

テだそうです｡ ゲーテの時代は

馬車に乗りゆっくり､ ゆっくり

楽しく旅をしたことでありましょう｡ この夏から

秋にかけて三つの旅をしました｡ 文豪の旅とは真

逆の旅でありました｡

まずは８月中旬の土曜日､ 午前の仕事を終え新

幹線に飛び乗り､ ５時に渋谷で行われるシネマコ

ンサートの会場におりました｡ 映画 ｢砂の器｣ を

東京交響楽団の生演奏を聞きながら観る会に参加

したのです｡ ハン

セン氏病の差別が

根底にある名画と

オーケストラの生

演奏に満足の小旅

行でした｡

次は９月初め､ 念願だった富山､ 八尾の風の盆

を観る旅ができました｡ 土曜日の午後､ 新幹線で

富山に１時間弱で着き､ 夜の踊りを観て､ 翌日２､

３時の列車に乗れば日曜夜の当直に間に合うとい

うゲーテに怒られそうな旅であります｡ 当夜は月

夜で絶好の見物ができるはずでした｡ メインの通

りで待っているとなんと突然の雨､ 当夜の踊りは

中止となりました｡ しかし雨が上がるとあちこち

で少人数の踊りがあり､ 写真も撮ることができ､

少し留飲が下がりましたが､ なんとも悔しく､ 帰っ

てから早速来年の予約をしたものです｡

さて10月中旬､

大学のクラス会で

石垣､ 西表島に

行ってきました｡

朝､ ６時の飛行機

に乗り､ ９時少し過ぎには石垣に着きました｡ 蒸

し暑い気候で汗が吹き出ます｡ 昼間観光の後､ 夜

はクラス会で泡盛を頂き過ぎました｡ 二日目､ 高

速艇にて西表島に40分で移動します｡ のんびりと

水牛車に乗ったり､ マングローブ林見学の観光船

も経験しました｡ ものすごいスコールにも会いま

した｡ しかしイリオモテヤマネコの目撃はかない

ませんでした｡ 平均年齢は75近い一行の旅でした

が､ 非常ににぎやかな旅でありました｡ 帰りは飛

行機であっという間に現実に戻りました｡ 現代の

私たちの旅は､ 一気に目的地に達し､ その場を楽

しむことができるわけでゲーテには申し訳ないの

ですがやはり私

といたしまして

は､ 現代の旅に

軍配を挙げたい

と考えます｡

例 会 案 内 11月17日 会員卓話 池田修平さん 11月24日 職場例会 善光寺経蔵・山門



 

 

秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会

台風22号が近づく曇り空の中、総勢50名にて野々海高原にある
我がクラブの分収育林で遊歩道整備の作業を行って参りました。
事前に出前講座として南会長が23日㈪に長野女子高等学校、
25日㈬に長野県短期大学の参加者の皆さんにパワーポイントを
使って長野西ロータリークラブの森林（もり）についての説明
と環境保全活動の意義について研修を行いました。
今年は参加人数が大変多かったので学生の皆さんを３班に分
けて、作業・きのこのコマ打ち体験・森の散策と各班が一通り
体験できるようにプログラムを組みました。ロータリーメン

バーが作業の指示やコマ打ちの指導、散策ガイドを務め学生たちとの交流も楽しみ、学生たちは初めての体
験を満喫していました。大勢で作業したのでブナ林の遊歩道も見違えるほど綺麗になりました。
作業を終えいいやま湯滝温泉で汗を流し、湯上りの昼食懇親会で更に親交を深めることができました。自
然に親しみながら社会奉仕と青少年奉仕もできた有意義な森林（もり）例会となりました。

　　　　　　　　　　　　　森林（もり）委員長　小山　浩太郎

　恒例の秋の親睦ゴルフが３組 12 名の参加で開催されまし
た。当日は生憎の雨模様。聞けば雨の開催は当クラブ始まっ
て以来とのこと、委員長の不徳
の致すところ、大いに反省。後
半は雨が上がったものの霧。ト
ホホのコンデションでしたが、
皆さん委員長の陰口を叩きな
がら、ゴルフでも結構、叩いて
いる感じ。それでも和気藹々の
楽しい？ゴルフとなりました。

　表彰式、松茸鍋懇親会には17名のご参加を
いただき、かよう亭で開催。優勝は飯綱47・
戸隠46、トータル93で回った西沢徹さん。ベ
スグロは43・45、トータル88とコンディショ
ンの悪さをものともせず、安定した実力を発
揮した山本さんでした。今年は10月中旬以降
松茸が不作ということで、例年に無い高値の
松茸でしたが、やはり旬の味。贅沢に美味し
くいただき、楽しいひとときとなりました。

会員家族委員長　青木　宏 なにやら楽しそうです

10 月 23 日 事前研修パートⅠ

10 月 25 日 事前研修パートⅡ

あいにくの雨・・
申し訳ございません

優勝！！

2017年（平成29年）10月25日（水）於：長野カントリークラブ・かよう亭

第1451 回 ロータリーの森林（もり）例会 （地区補助金事業）第1451 回 ロータリーの森林（もり）例会 （地区補助金事業）
2017年（平成29年）10月28日（土）創立20周年記念事業分収育林　飯山照岡山（野々海高原）

会員13名・家族４名　長野県短期大学先生・学生：21名　長野女子高IAC・ボランティア・顧問：12名



道の駅に寄りました

長野女子高 IAC 初参加です

到着 ３班に分かれて行います！！ 作業説明

駒打ち体験

収穫あり

撮影：若麻績信昭
　　　西沢　　徹
　　　小山浩太郎
　　　太田　裕志

ナメコあったよ

珍しい植物も

駒打ち

え～怪我のない
ように気を付けて

簡易トイレ
設置しました

野々海池にて総勢 50 名

お疲れ様！！ 楽しかったね！

遊歩道整備中です！


