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会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶                小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

    

    中部電力中部電力中部電力中部電力 OB  KOB  KOB  KOB  K さんの思い出さんの思い出さんの思い出さんの思い出    続編続編続編続編    

 昭和 50 年代になると東京電力千曲川電力所か

らも仕事が出るようになりました。当時電力さん

の労働組合は、民社党系が強く共産党系は少数で

した。仕事の打ち合わせで昼食を共にする事があ

りましたが、選挙が近づくといがみ合う事がよく

ありました。Ｋさんからは「小島の社長はブルジ

ョアかもしれないが、私達は安月給の労働者じゃ

ないか。仲良くお昼を美味しく頂きましょうや。」

と言いつつ穏やかな仲裁振りで、年配者という事

もあったのでしょうが、その場の雰囲気を和ませ

る人となりがＫさんには確かにありました。 

東電さんはＫさんが中電 OB という事もあり、

初めの頃は「おもちゃみたいなお子守、御苦労様

ですな。」と揶揄する事がありました。Ｋさんは、

「我社はお宅よりも技術は上である。」と大変な剣

幕で怒りました。その後Ｋさんの実力も分かり、

その様な事は言わなくなりました。 

仕事第一のＫさんでしたが、趣味は神社などに

奉納してある算額を見て歩く事でした。長野市安

茂里に自宅があり、当時は国鉄のストライキがよ

くあり私は送り迎えをたびたびしました。「ちょ

っと見ていかないか。」と言われ自宅に飾ってある

主に幾可の算額の写真を見せられ、嬉しそうに「こ

れなんかは美しい問題だろう」と説明・解説を受

けるのですが、私は理数系が大の苦手なものです

から適当に相槌を打っていると、「あなたは美し

いと感じる感性が欠けている。」と怒られほうほう

の体で帰って来ましたが、Ｋさん宅にはその後二

度と入らないようにしました。Ｋさんは 50 代半

ばから 20 年近く勤めて頂きましたが、時代も良

かったせいか楽しい思い出が多い方でした。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 北村 久文君 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□ゲ ス ト 米山奨学生 熊 向東君 

□新会員授与式 

佐藤

さ と う

 黄辰

こうしん

君 

西澤尚夫さん 

の強いお誘いが 

あって入会しま 

した。ロータリ 

ーの活動につい 

ては、まだ理解 

が出来ていませんが、皆様のご指導をよろしくお

願いします。【所属委員会：出席・ニコニコ BOX】 

□慶   祝 

皆  出  席 松澤 一志君 11 年 

結婚記念日祝 松澤 一志君・笠原 一洋君 

       久保田正司君・柄澤  堯君 

≪松澤君の皆出席・結婚祝い挨拶≫ 

紹介者の山﨑先生から入会 

した際に、毎週一回の例会出 

席は大変だと思うかもしれな 

いが、生活の一部にすれば良 

いとアドバイスをいただき、 

11 年間皆出席を続けることが出来ました。 

≪笠原君の結婚祝い挨拶≫ 

10 日程日本を離れている間 

に、笠原工業の建物が重要文 

化財に指定され、大きな話題 

になっていましたが、これを 

スタートとして『上田が変わ 

ること』をやっていきたいので皆様のご協力をお

願いします。 
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≪久保田君の結婚祝い挨拶≫ 

長男が 32 歳になったので、 

結婚して 33 年になります。 

IPS 細胞を使って 30 年前に 

戻れたなら良いなと思ってい 

ます。 

 

□ラッキー賞 (パーカー社製のボールペン) 

 松澤一志君・佐藤黄辰君 

 

□委員会報告 

・肥田野社会奉仕委員長 

「書き損じはがき回収運動」について、年賀状 

等も含め回収するよう会員に依頼 

・杉山国際奉仕委員長 

 小銭を寄付してくれるよう会員に依頼 

 

幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                        水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄    君君君君 

 

１．RI 日本事務所より 財団室 NEWS10 月号配布 

  ロータリアン配布 

２．R 財団より 寄付明細表、「未来の夢」ニュー 

スレター10 月号配布    

３．2600 地区米山奨学委員長より 元米山奨学生 

招待推薦のお願い 

４. 島田ガバナー事務所より 2012-13 年度地区大

会終了の御礼 

５. 松本ローターアクトクラブより 広報誌配布 

６. 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員

会より ピンバッチとリーフレット配布 

７．ＡＭＵより ニュースレターNo.19 

８．上田保健所長より 献血バス運行予定 

９．小さな親切運動より 定期総会資料配布 

 

会報恵送 

・小諸浅間 RC  ・小諸 RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友    11111111 月号紹介月号紹介月号紹介月号紹介    

                            広報・情報委員会広報・情報委員会広報・情報委員会広報・情報委員会    山﨑 博太 

 

・RI 会長のメッセージ「R 財団はロータリーの土 

台」なのでしっかり築いて苦境に直面する人々 

に良い事をしようと呼びかけています。 

・RI 財団は、新年度から新しい補助金制度を導入 

し、支出する補助金の枠を広げて増額を目標と

しています。 

・縦書きの記事では「日本人の美意識」と題して、 

熊倉学長さんの講演記事が登載されています。 

日本人の美意識とは何かといえば、自然を対象 

にしており、「花鳥風月」という言葉がこれを 

言い当てています。「花」は食物全般で桜がそ 

の代表格、「鳥」は動物全般で鶏が代表格で、

「風」は自然現象を代表し、「月」は大宇宙の

シンボルで、太陽でないことが日本的であり日

本文化の大事なところを指摘していますので、

ぜひ読んでください。 

 

出 席 報 告       田中 栄一 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ４ － ８５．７１％ 

前々回 ２７ ７ ４ ８８．８９％ 

 

Ｒ財団・米山ＢＯＸ 11/6  横沢横沢横沢横沢        正正正正君君君君 

 

ニコニコＢＯＸ       田中 栄一 君 

小嶋 修一 佐藤さん入会ありがとうございます。

気楽な気分でやってください。 

水野 泰雄 本日は幹事になって初の入会式です。

佐藤さん、おめでとうございます。 

西澤 尚夫 新入会員、佐藤さんをよろしくお願

い致します。 

杉山  裕 日曜日に映画「ツナグ」を観てきま

した。カミさんが泣くかと思ったら、

私が泣きました。 

生川 秀樹 出張や職場例会などで１ヶ月振りの

東急インでの例会出席です。懐かし

さを感じています。 

中澤 信敏 婚活・幸村コンテスト、おかげさま

で無事終えました。ありがとうござ

いました。 

下坂 秀信 食事が毎回楽しみです。 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 笠原 一洋君 

久保田正司君 松澤 一志君 宮下 安仁君 

宮原 宏一君 田中 栄一君 寺島  滋君 

山﨑 博太君 山﨑 勝司君  

11 月 14 日(水) 

島田ガバナーの訪問日です!! 

上田東 RC との合同例会で、島田ガバナーを

お迎えします。会員の欠席がないようご配慮

頂き、当クラブの雰囲気を楽しんで頂きたい

と思います。 
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