
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／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

｢四つのテストについて｣
過日､ 森林 (もり) 例会に先立ち､ 参加してく
れる長野女子高インターアクトクラブと県短期大
学に事前説明で訪問しました｡ 冒頭､ ロータリー
クラブを説明するにあたり分かり易い言葉は何か
と悩んだ末､ ｢個人個人が常に四つのテストを実
践しようと心掛ける人たちの集まり｣ と話し ｢四
つのテスト｣ の説明をしました｡
ロータリーの憲法は ｢ロータリーの目的｣ です
が､ 難解でなかなか理解しにくいのに比べ ｢四つ
のテスト｣ は職業奉仕の倫理訓を的確に表してい
ると思います｡ これを作ったハーバード・テイラー
は､ 世界恐慌の中で250人の従業員を抱え倒産同
然の台所用品製造会社を見事立ち直らせました｡
その際､ 全社員の名刺に ｢四つのテスト｣ を印刷
し実践させました｡ 敬虔なキリスト教徒の彼は､
正直・公平・善意 (慈しみ) と言うキリスト教的
徳目から作りましたが他宗教にも問題がないか確
認を取り､ 事業上だけでなく日常生活でも実践す
ることを求めました｡ RI の会長 (1954-55) も務
めた彼のロータリーに対する思いは ｢ロータリー
クラブの使命は人々に信頼を植え付ける事だけで
はなく良き地域社会を築くことにもある｡｣ と言っ
ています｡ 次週は彼の生涯について話します｡

長野県短期大学ウィンドオーケストラへ 会長

幹事報告 若麻績信昭幹事

＊第５回クラブ協議会報告

・12/１年次総会､ 12/29休会､ 12/27～１/３事務

所休み｡ 例年に習い年賀状は欠礼させて頂きま

す｡

・書き損じはがきを回収しますのでご協力下さい｡

・各委員会で忘年会新年会を兼ねて打合せ会を､

12月中に開催して下さい｡

・11/24の職場例会は11：30に山門集合｡

例会場の服装について 飯田弘己SAA

年当初クールビズに関しては６月～11月とさせ

て頂きました｡ 来月からは､ ちょっと窮屈ですが､

ネクタイ・バッチ着用でお願いしたいと思います｡

但しやむおえない事情があった時は構いません｡

品位あるクラブということで進めて参りたくご協

力宜しくお願いします｡

12／１ 本日のプログラム

年 次 総 会
会 員 卓 話 ネパール友の会より

｢ネパール報告①｣

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

第1453回例会 2017年 (平成29年) 11月17日 (金)
第1454回例会 2017年 (平成29年) 11月24日 (金) 職場例会

森林 (もり) 例会での社会奉仕活動に協力頂き感謝していま
す｡ 第７回定期演奏会の協賛金をお渡ししたいと思います｡
演奏会に向けて頑張ってください｡



出席・ニコＢＯＸ報告 川橋昭義例会運営委員
11/17 (会員51名) 出席31名前々回修正出席率75.51％

・飯田弘己さん・高橋英司さん☆会員７名奥様２

名総員９名でネパールへ行って来ました｡ サン

トス君にも会え､ カトマンズ西クラブとバナー

交換も出来ました｡ 事務局伊東さんありがとう

ございました｡

・山本博昭さん☆本日県短ウィンドオーケストラ

メンバーがお世話になります｡

・川橋昭義さん☆無事ネパールから帰ってきまし

た｡ 楽しかったです｡

・竹内喜宜さん☆本日の卓話､ 内容は乏しいので

我慢して聞いて下さい｡

・伊東義次さん・野村泰久さん☆ネパールでサン

トス君と友好をしてきました｡ 色々思いがけな

い出来事もあり､ また話をさせていただきます｡

お楽しみに！！

・合 計 21,000円 ・累 計 333,599円

森林 (もり) 例会御礼 小山森林 (もり) 委員長

先週太田副委員長からも報告させて頂きました

があらためまして､ お礼申し上げます｡ 台風の近

づく中､ ３日前の親睦ゴルフは大雨でしたが､ 10

月28日は､ おかげ様で雨も降らず50名で作業する

ことができました｡ それで明日の週刊長野に報告

記事掲載予定です｡ ご覧頂ければと思います｡

次回森林 (もり) 例会は､ ５月26日信濃町霊仙寺

山にて開催予定です｡ ふるってご参加下さい｡

年末家族会について 青木会員家族委員長

何度もご案内していますが12月８日の年末家族

会の申込み締切りは本日20日です｡ 返信が少ない

ようですのでご協力よろしくお願いします｡

会 員 卓 話 竹 内 喜 宜さん

｢ロータリー財団について｣

この卓話は､ 私が初めて取り

組んで作成したパワーポイント

のスライドショーで見ていただ

くと楽しいのですが､ 残念です

が以下に内容のみ報告します｡

ロータリー財団が重点を置く

６つの活動分野は､ ①平和の推進 (紛争の予防等

の支援に当たる人材育成による平和世界を目指

す｡)､ ②水と衛生 (きれいな水や衛生設備を活用

して長期的な地域発展を支援)､ ③母と子を救う

(栄養失調､ 不衛生等により命を落とす母子を救

う)､ ④サポート教育 (学校､ 教育における性差

別をなくし､ 成人の識字教育) ⑤地域経済の発展

(自立を促し､ 発展途上地域で起業を応援しなが

ら､ リーダー人材育成)､ ⑥疾病との戦い (1979

年フィリピンで実施したワクチン投与活動を契機

に世界的なポリオ撲滅活動へと発展) 今日､ 野生

型ポリオウイルスの常在国は､ アフガニスタン､

ナイジェリア､ パキスタンの３カ国を残すのみと

なりポリオ撲滅活動は最も困難な最後の道のりに

差し掛かったと言われています｡

1917年､ 当時のロータリー会長アーチ・クラン

フが､ ｢世界でよいことをするための｣ 基金の設

置を提案｡ 26ドル50セントの最初の寄付が､ 全世

界で多くの人の人生を変える財団へと発展しまし

た｡ 今年が創立100周年に当たります｡

前記６つの取組みを支えるのが､ 年次基金､ ポ

リオプラス基金､ 恒久基金であり､ 年次基金への

寄付は､ 国際財団活動資金 (WF) と地区財団活

動資金 (DDF) に分けられ､ それぞれの活動資

金となります｡ 地区は､ 寄付の３年後にこのDDF

をクラブ等のプロジェクトのための補助金として

活用できます｡ 我がクラブでは､ 森を育て､ 守る

という環境と人権のための奉仕活動に使用してい

ます｡

例 会 案 内

12月８日 年末家族会 犀北館 18：30～

12月15日 例会場 ２階 弥生の間

会員卓話 ネパール友の会より

｢ネパール報告②｣

12月22日 会員卓話 中島 勉さん

｢認知症が良くわかる｣



 
第1 4 5 4回　職場例会第1 4 5 4回　職場例会
2017年11月24日㈮　会員26名と奥様4名

山門集合：11：30　見学先：善光寺経蔵　山門　昼食：浄願坊　昼食後希望者　忠霊殿・本堂見学

撮影：藤澤クラブ会報副委員長

　只今私がかぶっている帽子は、サントス君から頂いたものですが、セレモニーなどで皆が集まった時に着用するも

のだそうです。旅行は感動あり愉快なこと、トラブル等色々とありましたが、この 1 週間、訪問団の飯田会長、高橋

団長そしてその他の愉快な仲間達とで楽しく過ごして参りました。

ネパール友の会より　　　　　　伊東義次事務局

クラブ会員、家族を含め30名という大勢の皆様の出席のもと、善光寺において重要文化財の経蔵・山門の歴史的文

化遺産を若麻績住職に案内していただき職場例会を催行しました。

経蔵は2008年4月から経年劣化のため一般公開を中止し9年ぶり今年9月13日に竣工式を開き内部公開を再開しま

した。1759年に建設された宝型造りのお堂で、内部中央には八角の輪蔵に付属している腕木を回すことでこの「一

切経」をすべて読んだと同じ功徳が得られるといわれます。また、山門拝観は1750年に建設され大勢の参拝者を本

堂に迎え入れてきました。急な階段を上り、2階への登桜参拝をしてきました。仏間の障壁画、四国八十八ケ所の霊場

御分身仏、回廊からは善光寺参道や本堂の眺望が素晴らしく、撮影ができました。善光寺・伽藍は長野市民の誇れる

重要文化財です。見学後は浄願坊にて、美味しい精進料理をいただきました。若麻績さん、浄願坊さん大変お世話に

なりました。 伊東義次職業奉仕委員長

愉快な仲間達
カトマンズ西クラブと

バナー交換をしてきました

山門集合

まずは経蔵をご案内します。

経蔵前にて

幹事さん、本日はよろしくお願いします。

只今より職場例会を開催します。



ヒノキの樹皮を分厚く積み重ねた「檜皮葺き」の新しい屋根

約 260 年前の建立以来という修理工事が完了しました。

職業奉仕委員長挨拶

山門回廊より

経蔵の屋根の頂点には磨かれた重さ約 800 キロの

「火焔宝珠」が飾られている。

浄願坊にて昼食は精進料理


