
 

 

第 861 回例会 2015 年 9 月 8 日

□ 
 

司  会       ⼭﨑 勝司君 
開会点鐘       北村 久⽂君 
慶祝(9/1 例会にて) 

誕⽣⽇祝い  ⻄澤 ⽂登君(15 ⽇) 
       ⼩嶋 修⼀君(20 ⽇) 
       ⼭⽥  豊君(23 ⽇) 

プログラム 
・委員会報告 
 社会福祉委員⻑   中沢利樹男君 
 『全国ローターアクト⼤会・アジア 

ローターアクト会議』登録のご案内
・会員卓話 
 ロータリー財団委員⻑ ⽔野泰雄君 
 『8/29 ロータリー財団セミナー報告』

副会⻑ 北村 久⽂君 
上⽥市住吉に住む まもなく 87 歳になる

おじが 2015 信州ねんりんピックの⾼齢者
作品展⼿⼯芸の部で栄えある奨励賞を受賞
しました。 

信州ねんりんピックは、⽂化・芸術祭典及
びスポーツ⼤会を通じて、⾼齢者の⽣きが
い・健康づくりや社会参加への関⼼を⾼め
る契機とするとともに、健康と⻑寿に対す
る理解を深め、明るく活⼒ある⻑寿社会の
実現を⽬指して開催しています。 
 今年は、「豊かな⻑寿の郷をめざして〜す
てき⽥毎に輝くシニア⼒〜」をテーマに『⽂

化・芸術交流⼤会』を千曲市で、『スポーツ
交流⼤会』を⻑野市で開催しました。さすが
に県知事賞は遥か遠かったですが３年越し
の⽊彫作品、「平成版 豊國祭礼図」なかなか
の⼤作です。  

おじは定年退職後の 65 歳で農⺠美術作
家、清⽔義博さんに師事。⽊彫りを「⽣涯の
友」として制作に没頭しています。シャクナ
ゲの盆や獅⼦頭の⽫など初期の作品から近
作の能⾯まで 50 点以上制作、平成 16 年に
は「能⾯ 般若」で市総合美術展市⻑賞、17
年は「⽻⾐」で同展⽂化センター開館 20 周
年記念賞、18 年「旅⽴ち（２）」で同展市⻑
賞を受賞しました。４年前の平成 23 年には
「⽊彫三昧ひとり展 野趣〜幽⽞へのいざ
ない」と題した初の個展を開きました。 
 12 年ほど前から打ち込んだ能⾯は⾓材
をノミやノコギリで形どり、彫刻⼑で仕上
げる能⾯は「１点を仕上げるのに５カ⽉は
かかる」という精神⼒と体⼒を要する作業
だが「翁」「増⼥（ぞうおんな）」など 10 ⾯
以上を完成させました。 
 毎⽇必ず彫刻⼑をにぎり制作に打ち込ん
でおり「興が乗れば夢中になって夜中まで
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続けている」と⾔っていましたが、今回の作
品完成後は気のゆるみと盆前の猛暑で熱中
症になりダウンいたしました。本⼈は「体が
続く限り、彫り続けたい」と話しておりまし
た。 

横沢  正君 
１．The Rotarian 9 ⽉号 
２．ロータリーの友より 
  ・『ロータリーの友』英語版のご案内  
３．東御ロータリークラブより 
  ・平成 28 年国際⼤会について旅⾏会社

からのご案内(航空確保席 15) 
４．上⽥市社会福祉協議会より 
  ・社会福祉⼤会のご案内 
５．上⽥保健所より 
  ・献⾎バスの運⾏予定表 
 
恵送 
１．上⽥ RC 様・桐⽣⾚城 RC 様 

…会報・クラブ計画書 
２．東御 RC 様…会報  
                            
全会員配布物 
１．当クラブ会報 第 860 号  
 
その他 
１．次週 9/15 はボーイスカウト・ガールス

カウトの⽅々がお越しになります。 
２．次週 9 ⽉ 15 ⽇(⽕)は理事会です。 
３．ヴァイオリンコンサートのチケットの

取りまとめを事務局で⾏っております。 
 

 
⻄澤 尚夫君 

 ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 24 7 － 70.83％
前々回 24 4 4 100％

今年度 2 回⽬の 100％達成です！！ 

北村久⽂君 ⻑⾬はたまりません。「真⽥丸」
の賑わいに⽔を差しています。 

横沢 正君 初孫誕⽣。おじいさんになり
ました。 

⽣川秀樹君 もう⾬は結構です。さわやか
信州はどこに⾏ってしまった
のでしょうか。 

⼭﨑博太君 台⾵北上、要注意！ 
柄澤 堯君 楽しみ会ゴルフ、⾬は？⼤丈

夫でしょうか・・ 
⽔野泰雄君 本⽇は財団からのお願いで

す！毎回お願いばかりで申し
訳ないです。 

杉⼭ 裕君 先週の例会皆さんに「何だ、⾞
で来たのか」と⾔われたので
今⽇は歩いて来ました。 

中澤信敏君 ねぷた無事開催できました。 
      ありがとうございました。 

肥⽥野秀知君 笠原 ⼀洋君
松澤 ⼀志君 中沢利樹男君
⻄澤 尚夫君 ⽥中 栄⼀君
⼭⽥  豊君 ⼭﨑 勝司君

 
 

『8/29 ロータリー財団セミナー報告』 
ロータリー財団委員⻑ ⽔野泰雄君 

1.年次プログラム基⾦寄付⽬標 
 ⼀⼈平均$150 を達成する。 
2.ロータリー財団担当例会 4 回／年実施 
3.ポリオ・プラス 1 ⼈ 500 円／年以上 
4. 16-17 財団 100 周年の祝賀を計画･実施 
※他詳細は、例会配布時の資料を参照。 
 

※写真は 8/29 地区 R 財団セミナーでの
写真です。 
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