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長野西ロータリークラブ

会長挨拶	 中野欣哉会長
今年度の定例場所での通常例
会は今日が最後になりました。
コロナに翻弄され、思うように
活動できなかった時期もありま
したが皆さんのご協力で何とか
終えることが出来そうです。し

かしまだ観蛍会と大イベントのIACオンライン地
区大会開催が控えておりますので、来月の引継ぎ
例会まではしっかりやりたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。
さて、本日も最近思うことの話を少しさせてい
ただきます。
今朝のTVのモーニングショーでの一コマです
が、「Web副業」なる詐欺まがいについて、被害
者と名乗る30代の人物のインタビューを視た感想
です。
内容を簡単に説明しますと、ある業者の有料
Webサイト上でとある作業を繰り返し行って短
時間で高額の報酬を得られるとのこと。Webサイ
ト料金を払い高額所得を皮算用したのに払われた
報酬は数千円、で被害届を出したとのこと・・・・・
だます方は絶対に悪いですが、この年齢でこん
なことに騙されるのかと愕然としました。
複雑になるばかりのIT世界ですが、良し悪し
をしっかり見極められるしっかりした知識をつけ
て快適なWeb利用をしていきたいと思っています。

奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
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第1631回例会	2022年（令和	4	年） ６月 10日（金）　	
第1632回例会	2022年（令和	4	年） ６月 17日（金）　観蛍会

7	/	1　本日のプログラム

前年度事業・決算報告
本年度事業・予算計画

幹事報告	 宮原友昭幹事
�・�次週17日は、中野年度最終例
会となります観蛍会です。交
通手段の詳細は後日FAX致
します。
・�６月24日最終週は、休会とな
りますのでお間違えないよう
お願い致します。

・６月19日地区チーム合同会議　村田弘志さん・
伊東義次副会長出席予定

・６月23日次年度北信第一グループ第１回会長・
幹事会　村田秀雄会長エレクト・太田幹事エレ
クト出席予定

・６月24日北信第一グループ第３回会長・幹事会
　会長・幹事・事務局出席予定
・６月26日第29回インターアクト地区大会



出席・ニコＢＯＸ報告	小山浩太郎例会運営委員長
6/10（会員36名）出席19名　出席率57.58％

・�村田秀雄さん☆先程第３回予
定者会議を終了しました。大
変有意義な会議となりました。
次年度宜しくお願い致します。
・�宮原友昭さん☆おかげさまで
中野年度国際での昼例会も最

　終回となりました。1年間ありがとうございま
した。
・佐藤吉朗さん☆次年度からプログラム委員長に
なります。みなさん、卓話の御協力をお願いし
ます。
・飯田弘己さん☆みなさん、ニコボックスにご協
力いただきありがとうございました。
・小山浩太郎さん☆ホテル国際での受付係も最後
となりました。委員の飯田さん・清水さん１年
間ありがとうございました。皆様もご協力あり
がとうございました。
・南　信行さん☆本日の例会よろしくお願いします。

・合　計　		10,500円　・累　計				486,038円

会	員	卓	話　	南　	信	行	さ	ん

「長野女子高等学校インターアクトクラブの歴史」

本来であれば、ここに書いて
ある通りインターアクト地区大
会の全体会議と各委員会の打ち
合わせ会をする予定でした。
インターアクト地区大会は飯
綱高原で行われる予定でしたが、

４月30日にコロナの関係でオンラインにより行う
ことに決定しました。今日は、幻のインターアク
ト地区大会の経緯についてお話しようと思います。
昨年から、会場の選定・企画等準備してきまし
たが、ギリギリまでリアル開催に向けて検討しま
した。しかし、各学校の様々な方針等もあり、本
当に残念でしたがオンライン開催と最終決断いた
しました。
先日名称が変わりましたが、旧アゼリア飯綱で
は、昨年11月20日の職場例会の際に長野女子高等
学校の生徒と共に山桜の植樹を行い、会場見学も
兼ねて生徒の皆さんに当日のイメージを膨らませ
てもらいました。体育館やBBQも出来る施設も

揃っておりましたので、２年ぶりの開催というこ
とから、活動が制約された中で過ごしてきた学生
の皆さんに自然にふれあい屋外で思い切り親睦を
深めてもらおうと思っていました。
今年１月に入り、生徒さんとプログラムや組織

図の編成を詰めていきました。
オンライン開催に切り替えてからは、インター

アクトクラブと顧問の先生に動いて頂き、プログ
ラム校正・作成や会場設定等、自分たちで考え行
動してくれています。当日がとても楽しみです。
インターアクトクラブの歴史についてですが、

1998年１月31日設立されました。ちょうどこの年
は長野オリンピックの開催の年でした。この時の
会長が柄澤重登さん、新世代委員長を竹内喜宜さ
んが勤めていらっしゃいました。また、この年度
はIM・会員セミナーも主幹で開催しており、非
常に大変な年だったとことと思います。当クラブ
では、インターアクト地区大会は、２回主幹して
おり第９回・第19回となります。第９回の際は、
１泊２日で宿泊を兼ねて開催しておりました。
長野女子高等学校では、三輪田んぼと「みわた

りあん」のフリーペーパーの制作を継続事業とし
て続けています。我々よりも情報発信にとても長
けております。

ガバナー 桑澤　一郎

青少年奉仕委員長 若林　俊樹

インターアクト地区委員長 飯沼　新吾

学校長 荻原　美広 インターアクトクラブ 藤澤　柚愛 会長 中野　欣哉

ロータリークラブ 松本　克幸 幹事 宮原　友昭

青少年奉仕委員長 南　　信行

会長 藤澤　柚愛 総括幹事 南　　信行 総括副幹事 宮原　友昭

幹事 渡辺　蒼空 総務企画委員長 小山　浩太郎 記録冊子委員長 青木　　宏

望月　誠 登録受付委員長 太田　裕志 交流友愛委員長 若麻績　信昭

浜田　妃路子 アクティビティ委員長 藤澤　克彦 救護委員長 中島　　勉

会場設営委員長 清水　　満 事務局 宮島　卑弥呼

藤澤柚愛② 渡辺蒼空②
◎小山浩太郎 飯田弘己 宮川礼二 清水光朗 村田弘志 轟　修平
上野美優②
◎青木　宏 西沢　徹 池田　潤 高橋英司
武内花鈴② 小林麗②
◎太田裕志 伊東義次 池田修平 相馬栄治郎
酒田華帆③ 小林優月③
◎若麻績信昭 柄澤重登 竹村利之 坂本千尋
渡辺蒼空② 小井圡芹菜②
◎藤澤克彦 山本博昭 狩野　土 佐藤吉朗
石川千陽① 池田野々花①
◎中島　勉 大橋東二郎 竹重王仁 小出昭雄
濵谷楓③ 栗林柚綺③
◎清水　満 川橋昭義 野村泰久 竹内喜宜 村田秀雄

　　　　　　①～③は、学年を表す。（令和4年4月時点の学年）

大会実行日：2022年6月26日（日）

第29回　インターアクト地区大会　組織図
国際ロータリー第2600地区　2021～2022年度
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７月８日　前年度事業並びに決算報告
　　　　　新年度事業計画並びに収支予算
７月15日　ゲスト卓話　月原　光明さん
　　　　　（橋梁メンテナンス協会）
７月22日　休　会
７月29日　ゲスト卓話　足助　俊明さん
　　　　　（ASKリゾート㈱）

例　会　案　内



今年度最終のお酒を頂ける夜間例会となりました。
毎年恒例の「観蛍会」でありますが、今回はここ飯綱高原での開催となりました。
このアソビーバナガノパーク（旧スポーツホテル�アゼリア）は来る６月26日の第
29回インターアクト地区大会で150名超のインターアクトクラブの高校生が集い盛大
に行われる予定でした。しかし又もや猛威をふるうコロナ禍によりオンライン大会
となりここでの開催は夢となりました。
記念の植樹もさせて頂き、大会運営の組織も編成し主幹の長野女子高の皆さんと

共に進めてきた我々メンバーも一時は落胆をしかけましたが、女子高のインターアクトの皆さんの素
早い切り替えを目の当たりにしオンライン開催がきっと成功すると確信したところであります。
今宵はお招きした、リアル開催にご尽力を頂きました飯綱高原観光協会の中島会長と長野女子高の
インターアクトクラブ顧問の望月教頭先生に感謝をしつつお酒のグラスを傾けながら楽しんでいただき、
来るインターアクト地区大会の成功をお祈りください。

第1632回　観　蛍　会
6月17日（金）18：30～ 於：アソビーバナガノパーク　出席18名　

ゲスト：中島　伸也さん・望月　誠先生

幹事報告します。
会場到着

司会は、
瀧澤会員家族委員長

乾杯乾杯



出席・ニコＢＯＸ報告	　　　　　　　小山浩太郎例会運営委員長
・宮原友昭幹事☆１年間ありがとうございました。中野会長のもとで大変勉強
させていただきました。中島さん、望月先生ようこそいらっしゃいました。
・清水　満さん☆お久しぶりです。忘れられる前に登場です。
・太田裕志さん☆久しぶりの夜間例会ですね。望月先生、本日はありがとうご
ざいます。
・川橋昭義さん・飯田弘己さん☆中野会長・宮原幹事１年間ご苦労様でした。
・村田秀雄さん☆桜は無事に根付いたようですね。本日は、中島さん望月先生よろしく。

　・合計　11,000円　　・例会場累計497,038円
・ニコニコBOX投入金額　1,217,038円

☆表彰発表　小山浩太郎例会運営委員長☆
　★出　席★　　
例会数　７月～６月例会開催数：27回
新型コロナウィルス感染対策により
臨時休会：11回（納涼会・創立記念例会含む）
伊東義次さん（欠席４回）
飯田弘己さん（欠席６回）
南　信行さん（　　〃　　）
太田裕志さん（　　〃　　）
村田秀雄さん（欠席７回）
★ニコニコBOX表彰★�　
川橋昭義さん
竹内喜宜さん
高橋英司さん
狩野　土さん�

ニコニコBOX
いつもありがとうございます。

出席表彰

最後に「仲間と共に」歌います

最後は、村田会長エレクト一本締め

本日のゲスト：望月　誠先生
　　　　　　　中島伸也さん

写真撮影：青木　宏さん


