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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紹介紹介紹介紹介    

                広報・情報委員長広報・情報委員長広報・情報委員長広報・情報委員長    中澤中澤中澤中澤    信敏信敏信敏信敏    君君君君    

※横書きページ※横書きページ※横書きページ※横書きページ    

今月は雑誌月間。情報の共有と活用を促進する『友』  

1. 「友」の活用用ページより 

「活用する 3 つのポイント        Ｐ９ 

2. ポリオ作戦           Ｐ12～Ｐ19 

3. 視点(ガバナーのページ) 

奉仕と親睦、島田ガバナー       Ｐ30 

4. ロータリーの立法機関、規定審議会   Ｐ36 

※縦書き※縦書き※縦書き※縦書きページページページページ    

1. ひとつのことに しがみつかない     Ｐ７ 

 

例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 北村 文久プログラム委員長 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□本日のゲスト 熊 向東君 

□本日のプログラム  

ロータリーの友 広報・情報委員長 中澤 信敏君 

慶 祝 

【皆出席】【皆出席】【皆出席】【皆出席】    

宮下宮下宮下宮下    安仁君安仁君安仁君安仁君    14141414 年年年年    

 14 年ちょっと前に入

会しました。会長が桐の

話をされたので、私の専

門でもありますので、桐

のお話をします。 

 桐は、木か草か…。どちらかというと草に近い

ものです。桐は女の子が生まれ時に植え 20 年位で

使える、成長の早いものです。また、使用先とし 

ては、火がまわりにくい事から耐火金庫の中にも

も使用されています。 

    

【誕生祝】【誕生祝】【誕生祝】【誕生祝】    

生川生川生川生川    秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 4/74/74/74/7 日日日日((((日日日日))))    

 今年は私にとって節目の年

で、今週満 50 歳になります。

６月には結婚 25 周年の銀婚

式、10 月には会社が創業 40

周年を迎えます。 

 今年１年は 10 年後の私自身や会社の 10 年後の

理想とする姿を描き、それに向かってどのように

行動するか、自分を見つめ直す１年にしたいと思

っています。多くの人生の先輩方のアドバイスを

頂ければ、何よりの誕生日プレゼントになると思

います。本日は、慶祝ありがとうございます。 

松澤松澤松澤松澤    一志君一志君一志君一志君 4/104/104/104/10 日日日日((((水水水水))))    

 今の若い世代に「B29」を知っ

ているかと聞いても、「それは

濃い鉛筆の事ですか?」と聞く若

者が多く、戦後生まれも８割と

なればそうなってしまうのでし

ょうか。 

 また、市内の高校の卒業式において、校歌は歌

っても国歌は歌わないようになっているそうです

が、教育全般が正しい方向で進んでいるのでしょ

うか。心配です。 

熊熊熊熊        向東向東向東向東君君君君 4/144/144/144/14 日日日日((((日日日日))))    

 本日は奨学金ならびに誕

生日慶祝を頂きまして、あ

りがとうございます。 

今年７月で奨学生は終了

致しますが、皆様から頂い

たご恩にどのように報いた

ら良いのかと日々考えます。まだ方法は見つかっ

ていませんが、努力して見つけていきたいと思い

ます。 
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【結婚記念日祝】【結婚記念日祝】【結婚記念日祝】【結婚記念日祝】  関関関関        哲夫君哲夫君哲夫君哲夫君 4/144/144/144/14 日日日日((((日日日日)))) 

横沢横沢横沢横沢        正君正君正君正君 4/254/254/254/25 日日日日((((木木木木))))    

 昨年は結婚 30 周年で、奥さん

の両親と同行して伊勢神宮に参

拝し、大々神楽(だいだいかぐ

ら)を奉納しました。 

 31 年目を迎える今年は、質素

に感謝の気持ちを伝えたいと思

います。 

山田山田山田山田        豊君豊君豊君豊君 4/264/264/264/26 日日日日((((金金金金))))    

 昭和 45 年(1970)に結婚、今年

で 44 年目を迎えます。結婚式は

満開の桜の下、上田公園内の真

田神社で挙げ、徒歩で移動して

上田高校の同窓会館にて披露宴

を行いました。 

新婚旅行は、九州一周。帰りに大阪で開催され

ていた“万博(エキスポ 70)”を見学したことを記

憶しています。 

 

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 

桐の木桐の木桐の木桐の木と栓止め棒と栓止め棒と栓止め棒と栓止め棒    

 桐の木と言って普通思い浮かべるのは、桐の下

駄・箱・タンスなどでしょう。桐の性質は、軽い・

成長が早い・狂いが少ない等ですが、もう一つ発

火しにくいという特徴もあります。ですから、金

庫の内側に用いられたりもします。 

私の思い出す桐の木は、鋳物を吹く時の、栓止

メをする棒です。長さ約 1m 太さは 10cm ぐらいの

丸太です。その丸太の先端に、粘土で円鐘形に尖

らせ栓を作ります。溶解された千何百度の湯(溶解

鉄)は、下方にたまってきます。その溶けた湯をト

リベに移し替える時、孔をあけた湯の口をふさぐ

道具として栓止メ棒を使います。15 分くらいする

と、また、お湯が下方にたまってきますから、今

度は鉄の棒とハンマーで粘土でふさがれた湯の口

をあけ、一定量トリベに受けたところを栓止メす

るという作業を２～３時間繰り返します。 

週に１回ぐらいの『吹き』でしたが、私は鋳込

の技術はありませんから、栓止メ専用ということ

になりました。 

 作業着や帽子などは火の粉で穴があき、いつも

ボロボロでした。始めのうちは湯を止メられず、

300 キロぐらいの湯の海になり、「命に関わるん

だ、気合を入れろ!!」と怒鳴られ、湯を止メるの

は正面からではなく横から攻める極意を何とか修

得し、２年目ぐらいから、「修一さん、上手くなっ

たね」とねぎらわれ嬉しくなったことを思い出し 

 

ます。 

 今は栓止メという方法も進化し、色々方法があ

ると思いますが、桐が一番栓止メに適した素材で

あると思っております。 

 つい最近まで、桐の木は２～３本工場の片隅に

植わっておりました。 

 

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 Rotarian 4 月号配布 

・財団室ニュース３月号が届いています。 

・寄付明細 2012.7.1～2013.2.28 

２．東ヶ崎潔記念より 

・ダイアログハウスカタログ配布 

３．ダメゼッタイ KNOW NES LETTER2013.2 月号配布 

４．上田保健所より 献血バス運行予定 

５．ＡＭＵより AMU ニュースレター21 号 

会報恵送 

１．会報 上田東 R.C. 

    

Ｒ財団・米山ＢＯＸ 横沢  正君    

    

出 席 報 告        久保田正司 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ２ ０ ９２．８６％ 

前々回 ２８ ５ ３ ９２．８６％ 

 

ニコニコＢＯＸ       久保田正司 君 

山﨑 博太 旨

うま

かった 春の香りの ふきのとう 

小嶋 修一 公園のシダレ桜は３分咲きぐらいに

なりました。ソメイヨシノは、ちら

ほらというところです。 

中澤 信敏 千本桜まつり、いよいよ始まります。

今年から滞在型観光を増やすため

に、夜のイベントを増やしています。

お楽しみに!! 

山﨑 勝司 4/13(土)PM7:00 から、アルペジオに

て「なぎらけんいちライブ」是非お

出かけください。 

 

宮下 安仁君 水野 泰雄君 西澤 文登君 

肥田野秀知君 平野 成基君 笠原 一洋君 

柄澤  堯君 久保田正司君 松澤 一志君 

宮原 宏一君 宮下 安仁君 水野 泰雄君 

西澤 文登君 西澤 尚夫君 生川 秀樹君 

杉山  裕君 寺島  滋君 山田  豊君 

山ノ内恵理君 山崎 芳雄君 横沢  正君 
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