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街角ピアノ一期一会の感動 

北村 久文君 
新型コロナが騒がれ始めて早

いもので一年が経ちました。現在

では首都圏の緊急事態宣言も解除ができず、我々観

光業の頼みの綱である観光支援事業「Go To トラ

ベル」の全国停止を継続する方向で先の光が見えな

い状況です。 

私生活では県外外出や外食もままならず、家飲み

が続きアルコール消費が大分増えてしまいました。 

そんな生活でふと目に止まった番組がありました

ので紹介いたします。NHK オンデマンドで視聴した

「駅ピアノ・空港ピアノ・街角ピアノ」です。 

番組のタイトル紹介文に【世界の空港・駅・街角

に置かれた“自由に弾けるピアノ”ストリートピア

ノ。人々が思い思いに音楽を紡ぎ、行き交う人が耳

を傾ける。一台のピアノから生まれる“一期一会”

の感動…ノーナレーションと定点カメラで見つめる】

とあります。夜一杯飲みながらバックグランドビデ

オとして非常に心地よかったので紹介いたします。 

今回はコロナ禍の横浜・関内駅に隣接する「マリ

ナード地下街」のピアノ。周辺の商店街が共同で設

置し、ピアノの周りが赤く装飾されており各地から

演奏者がやってくる人気ぶり。コロナ禍でライブ活

動ができなくなった女性。恋人のリクエスト曲を弾

く高校生。食べ歩きが趣味の運転手。タンゴが専門

というピアニスト。中島みゆきの糸をコーラスする

中学生 4 人組。さまざまな人々が心のメロディーを

奏でる。もしよしければ各ご家庭でご覧いただけれ

ば幸いです。 

また、県内にもストリートピアノが 4 台。松本駅

の夢ピアノは、松本ロータリークラブとロータリー

財団が支援しております。 

 
 
  

子どもの生活事情について 
中澤 信敏君 

 昨今の子どもの生活事情のお話

をさせていただきます。子どもと言

っても一番上の娘の話です。長女は

昨年成人になり、本来であれば今年

の 1 月に成人式を迎え、旧友とお酒

を飲むような年頃です。でもコロナの影響で上田市

の成人式は延期になり、年度をまたいで 5 月 1 日が

成人式になりました。今の状況であれば開催できる

かもしれませんが、5 月になっても無事に開催でき

るよう願うばかりです。 
その娘は、現在塩尻市にある松本歯科大学付属の

専門学校にて歯科衛生士になる勉強を 3 年間かけて

学んでおります。この 4 月で 3 年目になり、現在は

大学病院の患者を相手に日々実習を重ねている様子

です。 
親は印刷業なので、全く接点のない業界に飛び出

し、始めは驚きましたが良い進路を見つけたと思っ

ています。上田にもご存知の通り成田ガバナーの歯

科衛生士の学校もあったのですが、私の希望で親元

を離れた生活をさせたかったので、塩尻で一人暮ら

しの生活をしています。在学中に歯科医の卵を彼氏

にできるようなささやかな期待をしていましたが、

今のところそんな様子は見当たらないようです。現

在、在学特典が効くそうで歯の矯正を始めており、

保険が効かない矯正の治療費が半額になるそうで、

高額な矯正代が半額になるのは大変助かります。 
そんな娘の様子を見て今時の大学生・専門学生の

生活ぶりで驚いたことをご紹介します。 
皆さん高校を卒業した後の自立した生活環境は、

どのようなイメージがあるでしょうか？ 親元を離

れた子供は、生活感の漂う薄暗い空間の中で、限ら

れた生活費を元に自炊しながら身の回りのことを一

通り行い、お金の使い方や友達関係、自分一人で生

きていく様々なことを体験して工夫しながら生活し

会 ⾧ 挨 拶 会員卓話 北村久文君 
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ていくのだと思っていました。現代は、私の思って

いた姿とはだいぶ異なっていました。 
うちの子は学校の寮に入っているのですが、この

寮がとても豪勢です。370 部屋くらいあるとのこと

ですが、自分の部屋に入るのにカードキーを使った

セキュリティチェックが 3 段階あります。とてもき

れいな部屋で、風呂とトイレは別室、キッチン・ベ

ッド・クローゼット・冷蔵庫・洗濯機・広い勉強机

も備え付けであります。持っていった家具は炊飯器

とレンジとテレビと小物ばかりで済みました。部屋

の大きさはビジネスホテルのシングルより 1.5 倍く

らいの部屋で 26 平米となっており、一番驚くのは、

週に一回ベットメイクが入り、シーツを変えてくれ

ます。その時に合わせてごみの処分もしていただい

ているそうです。これで家賃がベッドメイクやごみ

処分等の共益費込みで月 5 万円です。歯科医を目指

す 6 年間生活する人が入る部屋は、もう少し大きい

部屋で 41 平米あって共益費込み 75,000 円とのこと

です。娘の生活している小さい部屋と違うのはセミ

ダブルくらいのベッドにテーブルとソファーもつい

ている様子でした。 
学内ランチは学食の他に、中華レストランとフレ

ンチレストランがあり、好きなだけ食べて 800 円な

のだそうです。そもそもうちのような経済状況とは

異なるご家庭を見据えたキャンパスライフなのだろ

うと思っていますが、周囲の家賃や環境を考えると、

生活苦を学ばせたかった親の思いとは逆にうらやま

しい寮生活が最良の選択となってしまいました。 
 ただこの生活環境はうちの娘の学校の話しだけで

は無さそうです。知人の親元を離れた子の生活環境

を聞いても同様で、今時は少子化で生徒の獲得が大

変なのでしょうか。寮生活を聞くと似たような生活

環境で生活している学生たちの話も聞きました。 
 そんな娘の学生生活ですが、やはりコロナの影響

があり、色々と例年と異なっているようです。学生

は患者を相手にした実習を行うのですが、コロナの

影響で実習ができない時期があったようです。また、

医療関係の学校のため感染防止対策の厳しいルール

があり、これから始まる就職活動にも影響がでてい

そうで、現時点では県外への外出に制限があるよう

すと聞きました。彼女の就職先の希望は大きな都市

のようです。一時は親元を離れてもいつかは近くに

戻ってきてもらいたいと思いますがどうなることか。

なるようにしかならないですね。 

               吉田  穣君 
１. 米山奨学会より 

・ハイライトよねやま 252 号 
２. 地区事務所より 

・ガバナーノミニー・デジグネート決定宣言 
・地区大会報告書送付のご案内 
・戸倉上山田 RC 様事務所移転・事務局員変更 

３. 理事会より 
・理事会議事録 

会員配布物 
 ・当クラブ会報 第 1080 号 

 ・3-5 月プログラム 
東信第二グループ ゴルフコンペのご案内 

 ・4 月 13 日 早朝例会のご案内 
 ・2020-21 年度 地区大会報告書 

               

 

           渡邉 章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  25 4 0 84.00％ 
前々回 26 6 2 76.92％ 
山崎芳雄君  上田の桜も咲き始めましたね！ 

合原亮一君  次期チーム研修会に参加させて頂き、

色々勉強になりました。力不足です

が頑張ります。 

杉山 裕君  湯原さん転勤とのことで残念です。

今後のご活躍をお祈りいたします。 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 笠原 一洋君 
柄澤  堯君 北村 久文君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 文登君 斉藤惠理子君 
田中 栄一君 吉田  穣君 清水 一典君 
湯原  剛君 齋藤  仁君  
 
ニコニコ BOX 喜投額 3/16 例会 22,000 円 

今年度累計 515,003 円 目標達成率 57.2% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング  「上田六文銭 RC の歌」テープ 

□転勤ご挨拶   
 
 

日本生命 湯原 剛君 

  

佐久へ異動されます。新転地でのご活躍をお祈り

申し上げます。 
 

□委員会報告  
社会奉仕委員長 斉藤惠理子君 
「別所線開通に伴うご協力のお願い」 
 

 
３月３０日は休会です。 
４月６日 慶祝・ロータリーの友紹介・PETS 報告 

地区デジタル推進委員長合原亮一君挨拶 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

4 月 6 日 例 会 予 定 


