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事務所：長野県伊那市狐島４２８８番地 電話 0265（76）5858
例会日：毎週火曜日
例会場：海老屋料理店 0265（72）2158
会 長：小川秋實
副会長：唐澤敏治
幹事：小向誠一

2014-2015 国際ロータリーのテーマ

ロータリーに輝きを
Light up Rotary

2014-2015 RI会長
ゲイリーC.K.ホァン
台湾台北

第１３０7回 創立記念例会・観桜会 平成27年4月21日（火）
■点

鐘

18：00

■ ソング

君が代・我等の生業

■ 来賓紹介

・伊那市副市長 林俊宏様
・名誉会員 伊那商工会議所名誉会頭 登内英夫様
・国際ロータリー第2600地区ガバナー 中川博司様
・上伊那グループガバナー補佐 塩澤崇様
・次年度上伊那グループガバナー補佐 小林孝行様
・公益財団法人 信州農林科学振興会理事長 大谷元様
・伊那西高等学校 IAC顧問 渋谷圭史様

■ 新会員入会式

馬場秀則ソングリーダー

市川修次会員

・新会員紹介
小川秋實会長
市川修次さん 南信工営株式会社 代表取締役社長
職業分類“建設・外装業”
昭和28年生まれ(伊那市高遠町) 現在/箕輪在住 趣味はハー
フマラソン等
創業者でもある小澤一氏が伊那中央ロータリークラブのメンバ
ーだったと言うこと…縁を感じております。今後とも宜しくお
願い致します。
・歓迎の言葉・バッジ・四つのテスト等の授与
・所属委員会は「出席委員会」「親睦活動・家族委員会」

■ 会長談話

小川秋實会長

第28回創立記念例会に多数の来賓各位にご出席いただき感謝いたします。伊那中
央ロータリークラブは1987(昭62)年に31人の会員で設立されました。以来､150人を超
える会員が在籍し､現在の会員数は､本日入会者を加えて､35人。現在も創立時の会員
5人が活躍しています。
ロータリークラブは､企業または事業のリーダーが集まって人道的奉仕活動をする団
体です。志を同じくするロータリークラブが世界各地にあり､クラブ数は3万4千を超え､会員数は122万人に達
しています。日本には2,277クラブ､会員数は8万8千人､長野県には55クラブ､会員数は2千人です。
ロータリーの奉仕活動には､他のクラブと連携して行っているものと､このクラブが単独で行っているものがあ
ります。世界中のロータリークラブが連携して行っている大規模な奉仕活動の第一は､世界からポリオ（骨髄
性小児麻痺）を撲滅する活動（ポリオ・プラス）です。1985年に発足し､流行地の子供にワクチンを投与してい
ます。現在は世界で3か国(アフガニスタン､パキスタン､ナイジェリア；131人)を除いて､ポリオを撲滅しました。

次頁へ続く

あともう少しで地球上から消滅します。
第二に挙げるべき国際的な奉仕活動は､難民支援､紛争・災害後の復興支援などを推進するリーダーの育
成です。候補者が世界各地の提携大学に設置されたロータリー平和センターで専門教育を受け､実践的な知
識やスキルを身につけます。そのために奨学金を出しています（ロータリー平和フェローシップ）。現在､日本か
らクイーンズランド大学(オーストラリア)へ1名派遣､海外から国際基督教大学に10名受け入れています
日本の全ロータリークラブで行っている奉仕事業は米山記念奨学制度です。外国人留学生が対象で､
1952 (昭２７) 年に始まり､民間としては最大の奨学制度です。この制度の大きな特徴は､「世話クラブ・カウ
ンセラー制度」で､奨学生が世話クラブの例会に参加したり､ロータリーの奉仕活動を体験したりすることで､ロ
ータリーが求める平和への願いを理解してもらい､平和の懸け橋となる優秀な人材を育てることができます。
今までに奨学金を受けた留学生は､1万7千人に及びます。われわれのクラブの支援留学生であった沈昱東さ
んが次年度の米山奨学生に選ばれ､われわれのクラブが世話クラブになります。
われわれのクラブ独自の奉仕活動は､いくつかあります。信大農学部の外国人留学生に1年間支援金を贈る
事業（外国人留学生支援事業）は､1993(平5)年に始まり､現在までに支援学生は40名になります。インターア
クトクラブは､ロータリークラブと同じ精神で奉仕活動をする高校生のグループです。ロータリークラブがスポ
ンサーにならなければなりません。われわれのクラブは､1997（平9）年から伊那西高校インターアクトクラブ
のスポンサーとして奉仕活動を指導してきました。部員数も活動実績も長野県一になっています。地域のニー
ズに応える事業として､今年3月「バラの鉢植え」を伊那市の商店街に贈り､環境美化活動に協力しました。
これからも､ロータリーの精神に基づくこれらの奉仕活動をつづける予定です。
■ 来賓祝辞

・伊那市副市長

林俊宏様
街の活性化 (バラの鉢植えを商店街に贈呈) や、伊那西高等学校の海外研修、信州大学
の支援留学生の支援など、奉仕の精神にのっとった活動に対しお礼を申し上げます。

・名誉会員 伊那商工会議所名誉会頭 登内英夫様
ご指名を頂いたので、一言だけお話をさせて頂きます。実は、私も最初のロータリー
会員だった訳ですが…県議になってから出席が難しくなり、仕方なく退会させて頂い
た経緯が有るのです。この会は、助け合いの精神を大切にした良い会でございます。
皆で力を合わせて、地域発展のために、これからも盛り上げて頂きたいと思います。

■ ガバナー挨拶
・国際ロータリー第2600地区ガバナー 中川博司様
こんばんは！有益な事業をなさっていると言うことで、敬意を評させて頂きます。こ
の地には二つのロータリークラブがあるわけですが…なお、今日は出来るだけ短く…
と言われました(笑)
クラブ発展を祈念して、お祝いの言葉にさせて頂きます。本当におめでとうございま
す。

■ ガバナー補佐挨拶・次期ガバナー補佐紹介
・上伊那グループガバナー補佐 塩澤崇様
3月15日I.Mには、大勢の方に出席をして頂き有難うございました。また、小向誠一会
員から28年続く継続事業を分かり易く語って頂き有難うございます。
次年度ガバナー補佐の小林孝之氏を紹介させて頂きます。趣味はゴルフと、カラオケ
を愛する心優しい会員でございます。
簡単ではございますが、次年度の大きな活躍を期待申し上げまして、私からの紹介と
させて頂きます。

■ 次期ガバナー補佐挨拶
・次期上伊那グループガバナー補佐 小林孝行様
ちょっと訂正をさせて頂きます。私は現在、代表権も無く、唯の平の会長として自宅
に籠っております。それからゴルフが上手と紹介されましたが…カラオケも嫌々と年
に一回程度です。こんな男では有りますが、与えられた仕事は一つのチャンスだと思
い、一年間皆様方に大変お世話になります。ご理解ご協力をお願い申し上げます。

■ 奉仕事業発表
・国際奉仕委員会

唐澤稔委員長

公益財団法人 信州農林科学振興会へ信州大学農学部私費留学生奨学支援金を贈呈

・青少年奉仕委員会

矢野昌史委員長

伊那西高等学校インターアクトクラブへ助成金贈呈

・ロータリー財団委員会

田中洋委員長

伊那市バラ咲く街角連絡協議会へバラの鉢植えを贈呈

■ 目録及び助成金贈呈

小川秋實会長

■ ご挨拶
・公益財団法人 信州農林科学振興会理事長 大谷元様
本日は誠におめでとうございます。助成金(1.600万)を頂き、今年
で40年となります。これからも宜しくお願い申し上げます。本日
は誠におめでとうございます。
■ ロータリー財団・米山記念奨学会寄付者発表
・ロータリー財団表彰発表

田中洋ロータリー財団委員長

ポールハリスフェロー

小川秋實会員

ポールハリスフェロー

唐澤敏治会員

・米山記念奨学会表彰発表
第7回米山功労者マルチプル

下井達典米山記念奨学会委員長
兼子展世会員

第12回米山功労者メジャードナー

下井達典会員

■ 表彰及び認証書授与
国際ロータリー第2600地区ガバナー

中川博司様

■ 幹事報告

小向誠一幹事

■ 出席報告

会員数35名
出席免除会員8名
修正なし （発表 井上修委員）

幹事報告は別紙をご覧ください。
長欠会員2名

本日出席率100％

前回出席率

■ ニコニコボックス
◆中川博司様
◆塩澤崇様
◆登内英夫様
◆小川秋實
◆下井達典
◆矢島宏

◆唐澤稔
◆兼子展世
◆池田幸平
◆三澤耕太
◆平澤理
◆伊藤幸明
◆倉田秀伸
◆市川修次

創立記念例会・観桜会開催おめでとうございます。
皆様とご一緒させて頂き大変ありがたく存じます。ロータリーが益々輝きますように。
創立記念例会・観桜会おめでとうございます。
創立記念例会にご来賓各位にご出席いただき感謝いたします。観桜会が素晴らしい夕べで
あるよう願っています。
来賓各位の御来訪を歓迎します。
市川修次さん入会おめでとうございます。楽しくやりましょう。
ソフトボールハイシニア信州伊那さくら大会に協力ありがとうございました。無事終える事
ができ、我チームは3位でした。
全国ハイシニア・スーパーシニアさくら大会、無事終了できました。皆様のご協力を頂き感謝
いたします。
ロータリー会員として寄付行為が出来るということは如実に嬉しいことです。
市川さんの入会、大歓迎です。
ご来賓の皆様ようこそお越し下さいました。
先日は誕生祝いありがとうございました。最近はなかなか出席できなくてすみません。今日
はおおいに飲みましょう。
創立記念例会おめでとうございます。
市川修次さん、ようこそ。
山菜も今年は早いようです。
お久し振りです。いいことがいっぱいありました。
本日入会させて頂きました。宜しくお願い致します。
（発表 伊藤幸明委員長）

■点

18：45

鐘

■ 観桜会
司

会

親睦委員長挨拶

会

挨

大谷智鶴親睦委員長

小川秋實会長
里のサクラは散りましたが､ヤマザクラは満開です。サクラは日本人にとって最もな
じみの深い花で､花見以外にも歌の題材や百円硬貨の表のデザインなど､生活にさまざ
まな形で関わりを持っています。
童謡「さくらさくら」は､海外からも高く評価されている歌です。作者不詳ですが､江
戸末期に子供用の琴の手ほどきのために作曲されました。歌詞は時代によって若干変
わっています。古いものは､「さくらさくら 弥生の空は 見わたすかぎり 霞か雲か 匂
ひぞ出づる いざやいざや 見に行かん」ですが､その後､「さくらさくら 野山も里も 見
わたす限り かすみか雲か 朝日ににおう さくらさくら 花ざかり」になっています。
第二次世界対戦中､人気の高かった歌が「同期のさくら」で､軍歌とは思えない哀愁を帯びた名曲です。実は
､これは替え歌で､もとは西条八十が作詞した「二輪のさくら」(大村能章作曲)です。戦時中に帖佐裕海軍大
尉が替え歌にしました。元の歌詞は､「君と僕とは二輪のさくら 積んだ土嚢の陰に咲く どうせ花なら散らな
きゃならぬ 見事散りましょ くにのため」でしたが､替え歌は､｢貴様と俺とは同期のさくら 同じ兵学校の庭
に咲く 咲いた花なら散るのは覚悟 見事散りましょ 国のため」です。
中学生のとき､詰将棋をやっている露天商に人だかりがしているので足を止めました。別な日に再びその露
天商に立ち寄ると､先日は露天商をやっていた人が客の一人として将棋盤の前に立っていました。思わず､
「サクラだ」
といったら､ 足をけられて､追っ払われました。演劇や露天商などで､客を装って繁盛している
ように見せかける役割を「サクラ」といいます。かつて 歌舞伎公演では､客席から舞台の俳優に威勢良く声
を掛ける偽客を雇いました。この偽客は､公演が始まるとすぐにいなくなってしまうため､サクラが咲いて散
るようなので､「サクラ」と呼んだということです。
今宵はすばらしい観桜会になることを期待しています。
乾

長

井上修親睦委員
創立28年を迎え、この喜ばしい日に沢山の来賓の皆様にお出で頂き、また、会員のほ
ぼ全員出席となり大変に喜ばしく思っております。後ほど可愛らしいお嬢さん達のダ
ンスが有ります。ゆっくり楽しんでいってください。

拶

杯

アトラクション
ソ
ン
グ
万 歳 三 唱

次年度上伊那グループガバナー補佐

小林孝行様

「タヒチアンダンス」Te・Taura（テ・タウラ）の皆さん
「手に手つないで」馬場秀則ソングリーダー
三澤耕太会員

4月28日（火）

次回例会
点鐘 12：30
場所 海老屋料理店
クラブフォーラム（雑誌月間）

