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会長挨拶 南 信行会長

｢四つのテストの作者､ ハーバード・テイラー｣
テイラーは､ 1893年アメリカのピックフォード
町に生まれ､ 早くから聖書を生活の信条としてい
ました｡ 第一次世界大戦終戦の1917年大学卒業し
YMCA の就職を皮切りにいろいろな職業に就い
て､ 管理能力に磨きをかけていきました｡ ポール
ズヴァリー RC会長の時にはボーイスカウト育成
や､ 教護院の子供達を社会復帰の一助にと RC会
員の家庭に一定期間住まわせるなどして青少年育
成は彼のライフワークとなりました｡ 1929年に始
まった世界恐慌の中､ 250人の従業員を抱え倒産
同然の台所用品製造会社を､ 神が私に与えてくれ
た仕事と言う信念のもと､ 見事に更正を成し遂げ
ました｡ 四つのテストはその時の全社員の為の倫
理訓として､ どの宗教にも当てはまり簡単で明快
に､ 正直・公平・慈しみを表すものとして作った
ものでした｡ その後1939～40年にシカゴRC会長､
1954～55年に RI 会長を務めました｡ シカゴ RC
会長の時に ｢ロータリーとは､ 友情を育み､ 人と
社会を作り､ 世界の人々の間に善意と友情を芽生
えさせる団体｣ また ｢何事も自分がして欲しいと
望むことは､ 他の人にもしてあげるよう努力する
べき｣ と言っております｡ 逆に考えると､ 嘘・差
別・人の嫌がる事は決してするなと言う事になる
のではないでしょうか｡

幹事報告 瀧澤 聡副幹事

・12/３ RLI 於：塩尻 布施会長エレクト出席

・次週８日は恒例の年末家族会です｡

次年度役員理事候補者発表 柄澤重登指名委員長

会長 (役員) 布施慶典 副会長 (役員) 井上明彦

会長エレクト・クラブ奉仕委員長 村田弘志

直前会長 (役員) 南 信行

職業奉仕委員長 (理事) 青木茂人

社会奉仕委員長 (理事) 松本克幸

国際奉仕委員長 (理事) 池田修平

青少年奉仕委員長 (理事) 小山浩太郎

幹 事 (役員) 村田秀雄 会計(役員) 高井 亘

ＳＡＡ (役員) 野村泰久 (敬称略)

―――――― 拍手をもって承認 ――――――

布施慶典会長エレクト挨拶

ご承認頂き有難うございまし

た｡ あらためて身の引きしまる

想いです｡ 当クラブの明朗にし

て品位あるクラブという伝統を

受け継ぎ､ 役員､ 理事の皆さん

と共に１年間務めて行きたいと

思っております｡ どうか､ ご支援､ ご協力をよろ

しくお願い致します｡

年次総会 議長 南 信行会長

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

第1455回例会 2017年 (平成29年) 12月１日 (金) 年次総会
第1456回例会 2017年 (平成29年) 12月８日 (金) 年末家族会

12月15日プログラム 会員卓話 ネパール友の会より ｢ネパール報告②｣



12月のお祝い事 おめでとうございます

〈結婚記念会員〉宮原友昭さん 村田秀雄さん
清水光朗さん 清水 満さん

〈夫人誕生記念〉松本知子さん 宮原いずみさん
村田和子さん 岡田成子さん

〈会員誕生記念〉福澤 寛さん 松本克幸さん
中島 勉さん 西沢 徹さん 高井新太郎さん
竹重王仁さん 竹村利之さん 轟 修平さん

出席・ニコＢＯＸ報告 高井 亘例会運営委員
12/１ (会員51名) 出席33名前々回修正出席率83.67％
・伊東義次さん☆職場例会では若麻績さん大変お
世話になりました｡ 今回はネパールの話をさせ
ていただきます｡

・中島 勉さん☆今月は私の誕生日です｡ よろし
くお願いします｡

・柄澤重登さん☆初代会長中山さんのお別れの会
に行って参りました｡ メモリアルホールにロー
タリーの森林 (もり) の写真が輝いておりまし
た｡ クラブのバックボーンのメッセージを残し
ていただいたことに感謝しご冥福を祈念しお別
れしました｡ ☆今日は年次総会｡ 今は亡き先輩
も見守っておられます｡

・高井 亘さん☆寒くなりました｡ お体大切にお
過ごし下さい｡

・合 計 12,500円 ・スヌーピー 6,462円
・累 計 352,561円

会 員 卓 話 ネパール友の会より

｢ネパール報告①｣

＜サントス君の大志＞
サントス君は､ 2015年４月25日故郷ネパールを

襲ったＭ8.1の大地震で､ 被災者が路上に避難を
しているところを目のあたりにして､ 日本では､
夜露をしのげ､ 被災者同士が励ましあい､ 充分で
はなくとも食事がある避難場所がある｡ その中心
的な役割を果たしているのが各地区にある体育館

である｡ 故郷ネパールに､ 避難
場所にも使え､ 授業にも､ 地域
の行事にも使える体育館を作り
たいと志した｡ そしてこのシス
テムをネパール全土に普及した
いと考えた｡
＜サントス君の実行力＞
サントス君は､ 皆さんがご存

知のように､ 募金活動を行い､
故郷に体育館を建てました｡ 体育館は､ 日本の協
力で建てられたことを記念して ｢桜体育館｣ と命
名｡ ｢桜体育館｣ は､ 柱と屋根ができただけであ
るが､ 授業にも地域の行事にも使われていました｡
これから壁を増工していく資金を集め､ 着手して
いく予定だそうです｡
＜サントス君の活動の源泉＞

サントス君の祖父は村長・
教育長を勤め､ 叔父は教育長､
等々と行政・教育畑の中で
育ったのが､ 彼の活動の源泉
であると思われます｡ 今回の
ネパール訪問は､ サントス君
が大志を立て､ 実行していく
遺伝子を備えており､ それを

バックアップしてくれる一族の方々がいらっしゃ
ることが確認できたネパールの旅でありました｡
＜桜＞
今回の訪問で ｢桜

体育館｣ の名前にち
なんだ写真を印刷し
て記念品として届け
ました｡ 写真は､ 会
員の ｢青木宏写真
集｣ の中から ｢咲きそろう桜｣ と ｢桜に浮かぶ善
光寺｣ を中野欣哉会員に依頼しＢ全版に拡大印刷
しました｡ 桜について文献を探していたら､ 東京
農業大学 染郷 正孝教授の ｢サクラの来た道｣
と出会った｡ それに縁ると､ サクラの原型は､ 亜
熱帯で１年を通じて気温差が少なく､ ５ｍ以上の
風の無い穏やかな気候､ いわば温室のような地形
に10月に咲く ｢ヒマラヤザクラ｣ であるとのこと
だった｡ その生育範囲を広げるとき､ 冬の厳しい
寒さや乾燥に耐えるため一時､ 葉を落とし生育活
動を止める ｢休眠｣ という性質を獲得した結果､

春に咲く種に分化した｡ 我々
は､ ポカラで咲き始めた ｢ヒ
マラヤザクラ｣ を見つけたと
きは､ なんと因縁深いこの度
の訪問であったと感動しまし
た｡
卓 話：飯田弘己友の会会長

伊東義次友の会事務局
写真編集：粕尾正康会員

バクタプル：
ニャタボラ寺院

ポカラの街並みと遠くに見えるヒマラヤ山脈

カトマンズ：スワャンブナート
(ネパール最古の仏教寺院)

パタン：旧王宮と
パタン博物館



司会は青木委員長ニコBOX発表柄澤さんによる
乾杯のご発声

第 1456 回例会　年　末　家　族　会
2017年12月8日（金）18：30～　於　長野ホテル犀北館　会員・ご家族・ゲスト：100名

ゲスト 長野女子高IAC望月誠先生・林史華先生・ケルビン長野南RC米山奨学生

南　信行会長挨拶　
今年も年末家族会の日がやってまいりました。
ロータリークラブのモットーは、連帯と奉仕です。連帯は、クラブ会員が　週一度の例会で育む
ものです。奉仕は、身近な人から始まって、世界中の人々に、良いことをすることです。身近な人
とは、家族です。奉仕活動やイベントを通じ、家族に対し、献身的精神を示しなさいと、ロータ
リーで定義されています。本日はまさにその日です。皆さん　大いに楽しみましょう。

へんし～～ん! どなた？

皆さんご一緒に

はいどうぞ

大きくなあれ何もらったぁ？

未来のミュージシャンか！？

仲良く並んで、まだかなぁ

ココキバンドによる演奏

恒例の年末家族会が、南会長開会挨拶に続き、歴代会長を代表して柄澤さんの乾杯のご発声でスタートしました。
坂本会員扮するちょっと細身のサンタさんから今年もお子様にクリスマスプレゼント。会場内では待ちきれずに早速
おもちゃで遊ぶお子さんも・・・。
アトラクションには南会長のご縁で「此処希（ココキ）バンド」の皆さんをお招きし、クリスマスソングを中心
に、歌と踊りを楽しみました。南会長、若麻績幹事、松本会員、ケルビン君には、指パッチンで、ノリノリダンスを
ご披露いただき会場内が大いに盛りあがりました。最後は南会長にくじを引いていただき、お楽しみ抽選会です。
布施会長エレクトに中締めをいただき、楽しい時間のフィナーレとなりました。
不行き届きの面もあったかとは思いますが、準備、設営、司会と粕尾委員、西澤事務局にも助けていただき、無事
に出来ました事、皆さんのご協力に感謝致します。 会員家族委員長　青木　宏



パパって言うとくるの

ジイジと一緒

何が当たったかな？

踊っちゃいます これ当たりました！

★★　会報当番撮影：山本委員　写真提供：青木　宏委員長　★★
★★　企画運営：青木　宏会員家族委員長・粕尾委員　協力：例会運営委員会　★★

おあとがよろしいようで（＾＾）

だるま当りました！

ツリーの前での笑顔は

とびっきり♥

孫がこれなくなっちゃって…

布施会長エレクトによる中〆

よ～～！
！

よ～～！
！

ニコニコBOX報告ニコニコBOX報告
メリークリスマス！家族に乾杯！☆南　信行さん・伊東義次さん・高橋英司さん・太田裕志さん・宮原友昭さん
宮川礼二さん・小山浩太郎さん・瀧澤　聡さん・坂本千尋さん・大橋東二郎さん・柄澤重登さん・竹村利之さん
野村泰久さん・村田弘志さん

皆さん　お楽しみ頂けましたか？

メリークリスマス！！


