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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 

    

～～～～同期会・同級同期会・同級同期会・同級同期会・同級会は交流会会は交流会会は交流会会は交流会～～～～    

 先週の土曜日、高校の同期の新年会に上山田に

行ってきました。主催は当時の応援団の面々が中

心となり 40 年近く続いている会です。 

参加者は 20 人程度でしたが、おおまかに言っ

て私を含めあまりデキが良くなかった連中で地元

中心の集まりです。私自身は友人に、「上田に住ん

でいるんだし出て来いや。同期の皆と交流を温め

るのもいいぞ。」と諭され 60 歳になる頃から毎年

出席しております。行けば行ったで皆さんと和気

藹々楽しい時間を過ごし、最後は恒例の校歌を大

きな声を張り上げて歌いお開きとなりますが、さ

すが元応援団、先程までは老いたりと見えたのが

「校歌斉唱レディー」の声は力強く姿勢も反り返

り、在校当時そのものでした。 

もう一つ、同級会では苦い思い出があります。

25 年程前、小学校同級の女性達が、「初めての同

級会を開きたい。ついては、先生もお見えになる

し男性陣の発起人なってほしい。」と直談判され、

固辞しましたが……押し切られました。 

当日、市内の料理屋には 30 人くらい集まりま

したが、男の方は先生に恨みを持っている者も多

く、中には木刀持参の者もいて、「いろいろあった

だろうが、今日は物騒なことはよしてくれ。」と言

って取り上げました。先生は入ってくるなり、「若

気の至りで辛い思いもさせた。今日は皆さんに謝

りに来ました。」と、畳に頭をすりつけられました。 

私も先生に叩かれもしましたが、25 年の年月が

洗い流してくれたと思っておりましたが、人によ

って「俺の人生がそれ以来おかしくなった」とい

う者もいて、散々な同級会となりました。それ以

来、小中の同級会には出席したことはありません。 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 斉藤恵理子Ｓ.Ａ.Ａ 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

 

□本日のゲスト 熊 向東君 

 

□慶   祝 

◇皆主席◇皆主席◇皆主席◇皆主席    

＊柄澤  堯君 16 年 

 大きな病気も怪我もせず、 

例会に出席できました。体力低下を感じています

が、気力が続く限り出席したいです。 

＊田中 栄一君 16 年 

知人に勧められ、何となく 

入ってしまいました。16 年経 

過し多勢の人達と出会えて良 

かったと思っています。本日 

はありがとうございます。 

＊小嶋 修一君 2 年   

＊中澤 信敏君 2 年 

本年武石小学校の PTA 会長をしており、その関

係で金管バンドの発表の付き添いにバス４台をチ

ャーターして行きます。それぞれの要望があり、

面倒をみるのが結構大変です。 

 

◇◇◇◇誕生祝い誕生祝い誕生祝い誕生祝い    

＊柄澤  堯君 ２月４日(月) 

＊寺島  滋君 ２月 12 日(火) 

アベノミクスによる株の上昇、円安傾向、デフ

レ脱出政策は企業にとって追い風の様ですが、こ

れから庶民には、辛い局面が来るのではないでし

ょうか。個人的には年金生活者として辛いですね。 

＊横沢  正君 ２月 12 日(火) 
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◇◇◇◇結婚記念日祝い結婚記念日祝い結婚記念日祝い結婚記念日祝い    

＊小嶋 修一君   ＊西澤 尚夫君 

 

□本日のプログラム 

＊＊＊ロータリーの友＊＊＊ 

           山﨑 博太広報情報委員 

◎ロータリーの２月と言えば何か。それは国際ロ

ータリーが誕生し、また、わが上田六文銭クラブ

が誕生した月です。RI の誕生は、今から 108 年

前ですが、わがクラブは 1997 年 2 月 18 日が誕生

日、人生で言えば 16 歳の育ち盛り、これから大

人になる時期を迎えることになります。 

 そして田中作次 RI 会長は、 

「超我の奉仕」とは、他者 

の問題を自分の問題として 

捉え、手助けすることであ 

り、これが出来れば国際社 

会に希望が生れ、世界平和 

が芽生えると強調されてい 

ます。 

◎松本市長菅谷昭氏の講演記録「チェルノブイリ

原発事故と福島」を読んで下さい。外科医師とし

て、原発事故被災地チェルノブイリに 5 年間滞在

して、昨年 7 月にもその後の実情を視察された実

情を話されています。既に 26 年経っているが，

未だに 30 ㌔圏内は、厳戒管理区域・居住禁止区

域に指定されているとのこと。これらの現実を日

本人も肝に銘じて自覚する必要があり、簡単に原

子力の平和利用を口にすることは出来ないと述べ

ています。 

◎その他、2600 地区会員からの記事がいくつか掲

載されていますので、お読み下さい。 

 

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より 

・the rotarianrotarianrotarianrotarian 配布 

・財団室ニュース 2013.1、及びポリオ報告書 

2. ロータリーの友事務所 

・ロータリー手帳買い上げのお願い。2013-14 

 年度版 630 円。5 月下旬出来上がり予定。2/19 

 までに事務局に申込み 

3. 島田ガバナー事務所より  

・メディアにおけるロータリーとポリオ撲滅活 

 動の記事について 

4. RYLA 実行委員長より 

・第 24 回 RYLA 報告書送付 2 部 

 

5. 上田保健所長より ・血バス運行予定配布 

6. ＡＭＵより 

・異文化理解講演会 2013.2.24(日)上田市文化 

 会館 14:00～15:30 

・学習部会開催 2013.2.18(月)上田市役所南庁 

 舎 5 階第 5 会議室 16:30～ 

 

会報恵送 

１．丸子 RC・上田西 RC・東御 RC 

 

全会員配布物  

１．ロータリーの友 2 月号 ２．月信 8 号 

３．抜栞のつづり ４．当クラブ会報、743 号 

 

≪お知らせ≫ 

・２月 11 日ＩＭのバス利用について 

・２月度理事会開催日変更 

 2 月 19 日(火)18 時より ロータリー会議室 

 

出 席 報 告        山田  豊 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ４ ０ ８５．７１％ 

前々回 ２８ ６ ３ ８９．２９％ 

    

ニコニコＢＯＸ       山田  豊 君 

平野 成基 欠席続きで、申し訳ありません。 

飯島 俊勝 節分が過ぎ春に向かいます。全て上

昇気流になりますように!! 

柄澤  堯 慶祝ありがとうございます。 

杉山  裕 インフルエンザの患者さんは、子ど

もより大人の方が多いようです。 

寺島  滋 暴力が体罰か、はたまた愛のムチか。

学校・教育委員会・スポーツ団体な

ど、古い体質の組織が問われている

のではないでしょうか。 

山﨑 勝司 寒かったので休んでいたウォーキン

グを、温かくなってきたので始めま

した。 

山崎 芳雄 新入会員です。今後共よろしくお願

い致します。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 北村 久文君 

小嶋 修一君 久保田正司君 松澤 一志君 

宮下 安仁君 宮澤 広一君 水野 泰雄君 

中澤 信敏君 西澤 尚夫君 田中 栄一君 

山田  豊君 山﨑 博太君 横沢  正君 

 


