
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

例　会
事務局

毎週金曜日　12:30 ～ 13:30　ホテル国際２１
〒380-0838　長野市県町 576　ホテル国際 21 内

☎026（235）2800　FAX026（235）0016
e-mail:nwrc1987y@sweet.ocn.ne.jp

THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

徹

会長挨拶 南 信行会長

いよいよ本年度の一般例会も

残り僅かとなりました｡ 先の綿

貫会員のシドニー RC訪問報告

で､ 例会場にはひな壇が設定さ

れていなかったとのお話をヒン

トに､ 当例会も残り３回ひな壇

なしと致します｡ 会長・幹事・SAA・副 SAAも

皆さんと一緒に談笑しながら食事し､ 親睦を図り

たいと考えたからです｡ より多くの会員の皆様と

ゆっくり話が出来るように､ 席は札を引いてもら

い談笑の時間を長くしたいと思います｡

幹事報告 瀧澤 聡副幹事

・５月27日春のゴミゼロ運動｡ 参加者７名予定｡

・６月１日の例会は２日の森林 (もり) 例会へ振

替の為ありません｡

・６月８日第３回予定者会議11：30～扇の間にて｡

次年度役員委員長の方はよろしくお願いします｡

出席・ニコＢＯＸ報告 高井 亘例会運営副委員長
５/25 (会員51名) 出席31名前々回修正出席率88.00％

・高井 亘さん☆最近､ 休みが多くごめんなさい｡

ここの所､ 東京出張があるのですが夏になり若

い女性が綺麗になって目のやり場に困ってます｡

・合 計 3,500円 ・累 計 646,477円

６／８ 本日のプログラム

会 員 卓 話 斎 藤 泉 さ ん

｢家庭菜園の１年｣

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

第1476回例会 2018年 (平成30年) ５月25日 (金)
第1477回例会 2018年 (平成30年) ６月２日 (土) 森林 (もり) 例会

例 会 案 内

６月15日 会員卓話 南 信行会長

｢１年を振り返って｣
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森林 (もり) 例会について 小山森林 (もり) 委員長

先ほど副幹事からもお話がありましたが６月２

日 (土) は､ 霊仙寺山の森林 (もり) 例会です｡

今の所会員18名ご家族３名の参加予定ですが､ 参

加できる方はまだ受付できますのでよろしくお願

いします｡ 当日はホテル国際に８時集合です｡

観蛍会について 青木会員家族委員長

すでに皆さんのお手元にご案内してありますが

６月22日は南年度の最終例会となる観蛍会です｡

18：30～で､ 会場は､ 犀北館に変更になっていま

す｡ ふるってご出席下さいますよう､ お待ちして

います｡
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会 員 卓 話 轟 修 平 さ ん

｢最近の話題｣

１. 中野欣哉さん､ 先週楽しい

お話ありがとうございました｡

同い年の私は､ 柳中最チビで

最悪の中学生活でした｡ 私も､

すや亀青木さんとのご縁があ

ります｡ ゆくゆくは､ すや亀

さんの南､ 八幡川の辺りで喫茶店をやります｡

死ぬまで働きます｡

２. アメフト反則｡ 日大をいじめても全く意味が

なく､ 日本全体の問題です｡ 総理大臣自ら嘘を

つき､ 開き直っているのだからどうしようもな

い｡ 選挙民から反省でしょう｡ 近々衆議院､ 解

散しそうだし｡ アメフト以外の反則がはびこっ

ています｡ 対策は､ コンピュータでしょう｡ 審

判の見えないところ､ 微妙な判定もお手の物｡

３. 女人禁制｡ 怖い顔したおばさん､ 勘弁してく

ださい｡ 弱い男をこれ以上いじめないで､ 若い

男の結婚願望がなくなります｡ 強い女性に対抗

する男の生きるすべ､ 人類の歴史が物語ってい

ます｡

４. 働き方改革｡ 政府は､ 自分たちの失敗を国民

に尻拭いさせるのですか？働き方でなく､ 働く

環境整備です｡ 仕事をできるやつを評価するよ

り､ 人の嫌がる仕事をやってくれる人も､ 評価

するべきでしょう｡ 働く人全員が､ モチベーショ

ンを上げるように導いてくださいよ｡

５. 偏差値｡ 教育の目的が問われる時です｡ 学歴

よりも実践教育が必要｡ 文科省が当てにならな

いので､ 我々企業が頑張るしかありません｡ 私

は､ 企業実習､ 高専､ 同友会をキーワードに実

践教育を実施していきたいと思っています｡

６. 神仏習合｡ 日本は､ 宗教が面白い｡ 神社と寺

院が不自然なく存在します｡ 問題は神仏習合で

す｡ 目的と何時行われたかです｡ 私の見解は､

西暦663年白村江の戦いで唐､ 新羅連合軍に倭

国､ 百済連合軍が破れ百済が滅び､ さて倭国は？

当然滅び､ 唐の植民地となり新羅が実効支配､

日本国としたのです｡ 新羅の将軍が藤原不比等

となり仏教を利用して支配｡ たくさんの仏教寺

院を早急に作る必要があり､ いくつかは､ お宮

を改造して寺にしたのです｡ 詳しい話は､ 次回

に致します｡



ロータリーの森林 ( もり ) 例会ロータリーの森林 ( もり ) 例会
2018年６月２日㈯　信濃町霊仙寺山国有林

山菜取り・散策 ～ 昼食・入浴　赤倉温泉ホテル太閤
参加者：会員 15名　ご家族 3名

ヤブの中から根曲りあったよ！！ヤブの中から根曲りあったよ！！

ますます森林(もり)が深くなりましたますます森林(もり)が深くなりました

出発！出発！

桂子さん桂子さん

ゆき子さんゆき子さん

ないかな・ないかな？ないかな・ないかな？

　5月ではちょっと山菜刈りには早いということで、当初予定していた５月26日㈯から一週間ずらして６
月２日㈯に初夏恒例のロータリーの森林（もり）例会を霊仙寺山にて開催いたしました。当日は晴天に恵
まれ、総勢18名（会員15名、ご家族３名）の参加者は、散策をしたり山菜を採ったりしながら１時間半
ほど森林浴を楽しみました。その後、赤倉温泉ホテル太閤にて温泉につかり汗を流し、おいしい昼食をと
りながら懇親を深めることができました。皆さんお疲れ様でした。

報告・写真撮影　小山浩太郎森林（もり）委員長



只今捜索中！！只今捜索中！！

これだけ採れました！これだけ採れました！

ヤブの中へ
根曲りあるかな？
ヤブの中へ

根曲りあるかな？

美鈴さん美鈴さん

本日はお疲れ様でした。本日はお疲れ様でした。

モグモグタイムからお昼寝タイムへモグモグタイムからお昼寝タイムへ

散策のあとは食事が美味しいね

散策のあとは食事が美味しいね
食事の

後は

これが
一番！

！食事の
後は

これが
一番！

！

収穫はこれです！収穫はこれです！


