
 

 

第 854 回例会 2015 年 7 月 14 日

□ 
 

司  会 ⼭﨑 勝司君 
開会点鐘 ⻄澤 ⽂登君 
表敬訪問 

ガバナー補佐   東⽅ 良夫君 
ガバナー補佐幹事 ⼩林 経明君 
上⽥ＲＣ  会⻑ ⽥中 健⼀君 

幹事 安齋 晃德君 
丸⼦ＲＣ  会⻑ 宮本 伸司君 

幹事 服部  正君 
上⽥⻄ＲＣ 会⻑ 佐藤幸四郎君 

幹事 滝沢 正彦君 
東御ＲＣ  会⻑ 荒川 義富君 

幹事 加藤 賢⼀君 
上⽥ＲＡＣ 会⻑ ⼩宮⼭純⼀君 

副会⻑  坂⼝ 永⼀君 
地区運営・地区広報委員 ⼟屋 由美君 
上⽥東ＲＣ ＲＡＣ委員⻑ 

         ⺟袋 卓郎君 
プログラム 来訪クラブの皆様ご挨拶 

 

⻄澤 ⽂登君 
 今⽇は東⽅ガバナー補佐様はじめ⼤勢の
ゲスト、ビジターの皆様をお迎えして例会
ができること、⼤変うれしく思います。お暑
い中本当にありがとうございます。ごゆっ
くりお過ごしください。 

ロータリークラブの
例会には必ず会⻑が⼀
⾔述べさせていただく
時間があります。これは
会⻑を務める者の特権
です。今まで何⼗⼈もの
会⻑さんの挨拶を聞い

てきました。ご⾃分の仕事に関する業務知
識を中⼼に話されることが多いのですが、
その業界のリーダー的な存在の⽅ですから
⼤変上質なお話が聞けます。すばらしい職
業奉仕です。ロータリーの話題も豊富な経
験の元に話されますから興味深いものがあ
ります。折に触れて政治経済の話題、エッセ
イ的な内容、これまたその⽅の⼈⽣経験が
にじみ出ていてまことに⾯⽩い。会⻑挨拶
はそのクラブの例会プログラムの⽬⽟とも
なり得る⼤切なプログラムなのです。 
 さて私は何を中⼼にお話し申し上げたら
よいか考えました。与えていただいた折⾓
のチャンスです。しかも⼀年間という⻑丁
場。もちろんロータリーのことをお話しす
ることは役⽬です。その他に私は歴史が好
きですので地域の歴史をシリーズにしてお
話して⾏こうと思っております。特に⻑野
県の、また上⽥地域の明治以降の近現代史
を中⼼に考えております。「乞うご期待！」
です。でももし飽きさせてしまったら「ごめ
んなさい」です。 
 来年の NHK ⼤河ドラマはご存知の通り
「真⽥丸」です。堺雅⼈さんを主役に出演者
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上⽥ローターアクトクラブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

真⽥
さ な だ

は早苗
さ な え

⽥
だ

から？ 

⻄澤 ⽂登 

 歴史上の⽂書に真⽥地⽅の武⼠の名が出てくるのは応永

7 年（1400 年）の⼤塔
おおとう

合戦
かっせん

の記録が最初だそうです。⼤塔

合戦とは信濃守護として叙任された⼩笠原⻑秀が国⼈領主

と呼ばれる北信濃の⼟豪や地侍を平定しようとしたが逆に

その連合軍に敗れた戦いのことです。⻑秀の軍勢は国⼈領

主たちの連合軍に追われて篠ノ井付近の⼤塔の古城に逃げ

込んだことからこの名前がつきました。この合戦の記録「⼤

塔物語」に祢津⽒の軍勢として「実
さな

⽥
だ

 横尾
よ こ お

 曲
まがり

尾
お

」が出

てきます。この実⽥が後の真⽥であろうと⾔われています。

横尾、曲尾は実在の地名です。⼭家神社と⻑⾕寺の近くに真

⽥という⼩字がありますがここに真⽥⽒は居を構えたもの

と思われます。邸跡からは⼤量の古銭も発掘されています。 

 「さなだ」の語源は「早苗
さ な え

⽥
だ

」であろうとする説がありま

す。早苗が成⻑して稲となり実を結ぶ。それが実⽥であり後

に真⽥となった。真⽥の真と実⽥の実でこれが真実だとい

うのですがどうでしょうか？ 

活動資⾦・古切⼿ 贈呈 
会 ⻑

⼩宮⼭純⼀様 
副会⻑

坂⼝永⼀様 
地区運営

地区広報委員
⼟屋由美様 

真⽥三代⾖知識 
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の顔触れも決まりました。三⾕幸喜さんの
脚本も楽しみです。ところで三⾕さんは幸
村ではなく真⽥信繁で通すそうですね。史
実に基づいたしっかりした筋⽴てが期待さ
れます。わが上⽥六⽂銭ＲＣはネーミング
からして今年度は真⽥を抜きには語れませ
んから、「真⽥三代⾖知識」と題して幸隆、
昌幸、信繁、信之等のことを会報に連載する
ことにしました。執筆は会⻑特権で不詳⻄
澤が担当させていただきます。これまた「乞
うご期待！」です。 

⻫藤 惠理⼦君 
1.ＲＩより 

サンパウロ世界⼤会映像
資料のご案内 

2.⽶⼭記念奨学会より 
６⽉の寄付⾦傾向 

3.望⽉ガバナー事務所より 
「第 14 回ロータリー全国囲碁⼤会」のご
案内 

 
恵送 
蓼科 RC より 
 クラブ計画書…友愛の広場に 
 
全会員配布物 
当クラブ会報 853 号 
 
その他 
1.今年度会費 

⼝座引落しは 7 ⽉ 10 ⽇です。 
振込みの⽅はなるべく今⽉中にお願いし
ます。 

2.例会⽋席連絡は今後、例会前⽇昼１２時
までとさせていただきます。早めのご連
絡をお願いします。 

3.本⽇例会後、理事会です。 
 
 
 

 
 

⼩嶋 修⼀君 

ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 23 5 － 78.26％
前々回 26 5 2 88.46％

上⽥ RC 様、丸⼦ RC 様、上⽥⻄ RC 様、東
御 RC 様よりニコニコ BOX いただきまし
た。 
東⽅ 良夫様(ガバナー補佐) 

⼤役ですが、⼀年間よろしくお願いいた
します。 

⼩林 経明様(ガバナー補佐幹事) 
⼀年間お世話になります。 

⽥中 健⼀君(上⽥ RC) 
昨 ⽇ ⻄ 澤 会 ⻑ 、 横 沢 幹 事 さ ん に お 越  
しいただきありがとうございました。 
本年⼀年よろしくお願いします。 

丸⼦ RC 様 
本⽇はおじゃまいたします。 
⼀年間よろしくお願いいたします。 

上⽥⻄ RC 様 
よろしくお願いします。 

東御 RC 様 
本⽇はお世話になります。 
今年⼀年よろしくお願いします。 

⺟袋卓郎様（上⽥東 RC） 
上⽥ローターアクトクラブは今年度 15
名でのスタートです。 
御協⼒をよろしくお願いします。 

上⽥ RAC 
⼀年間お願いいたします。 

⻄澤 ⽂登君 
お暑い中、東⽅ガバナー補佐様はじめ各
クラブ会⻑・幹事の皆様お越しいただき
ありがとうございました。 

肥⽥野秀知君 飯島 俊勝君
⿅志村恭彦君 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
⻄澤 尚夫君 ⽣川 秀樹君
⻫藤惠理⼦君 杉⼭  裕君
⽥中 栄⼀君 ⼭﨑 勝司君
⼭﨑 博太君  
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ガバナー補佐 
東⽅ 良夫 様 
 
望⽉ガバナーから、
ガバナー補佐は各
RC を訪問し親しく
なることを勧奨され
ております。 
１年間よろしくお
願いします。 
 

上⽥ＲＣ会⻑ 
⽥中 健⼀ 様 

 
当クラブも会員増強
がままならず、苦しく
なる財政状態のなか
現状を維持していき
たいと思っておりま
す。 
 

 
丸⼦ＲＣ会⻑ 
宮本 伸司 様 
 
31 名のスタートで
す。 
多くの情報を集めて
新会員の獲得に努め
ております。 
７⽉から HP を開始
しました。 

上⽥⻄ RC 会⻑ 
佐藤 幸四郎 様 
 
北陸新幹線開業に合
わせ、⽷⿂川、⾼岡北
各 RC と交流を深め、
各駅の乗降客を増や
し、各都市の⽂化歴
史を知ろうと思いま
す。 
 

東御ＲＣ会⻑ 
荒川 善富 様 
 
東御 RC は 18 名のス
タートです。地区の会
員増強委員も委託さ
れており、東信地区で
純増 10名を⽬標にし
ております。 
 

 
上⽥東 RC 
RAC 委員⻑ 

⺟袋 卓郎 様 
 
⽬下 15 名の RAC 会
員ですが、各 RC の助
成⾦で成り⽴ってお
ります。活動にご理
解をお願いします。 
 

新年度の表敬訪問につき、ガバナー補佐・
補佐幹事、並びに、他クラブより会⻑・幹
事の⼤勢お越しいただいた例会でした。 


