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司  会       ⼭﨑 勝司君 
開会点鐘       ⻄澤 ⽂登君 
委員会報告 
 ロータリー財団委員⻑ ⽔野泰雄君 
 「北タイ⼦供貧困⽀援」について 
プログラム  新世代⽉間 
ボーイスカウト・ガールスカウト 

団委員⻑をお招きして 
⽇本ボーイスカウト⻑野県連盟 
 上⽥第５団団委員⻑ 宮下 貞夫様 
 上⽥第 13 団団委員⻑ ⼩川  實様
ガールスカウト⽇本連盟 
 ⻑野県第5団団委員⻑ 内海真由美様
 ⻑野県第 25 団団委員⻑ 宮崎 昭⼦様

活動賛助⾦贈呈 

⻄澤 ⽂登君 
 今⽇は市内のボーイスカウト、ガールス
カウトの指導者の皆様⽅にご出席をいただ
きました。お忙しいところ本当にありがと
うございます。後ほど活動の内容などをお
話いただけると存じます。 
 今年はお天気がおかしいですね。つい先

⽇の台⾵に伴う集中豪⾬は各地に⼤災害を
もたらしました。罹災された皆様⽅に⼼か
らお⾒舞い申し上げたいと思います。私達
はメディアの報道の範囲でしかわからない
のですが、⽔の勢いというものは凄まじい
ものですね。まさか⼤丈夫だと思われるよ
うな所がひとたまりもなくやられてしまし
ます。避難の指⽰があったら素直に従うこ
とが肝⼼だと思います。 
 被災地で空き巣狙いがあったという残念
な報道がありました。災害と関係がありま
せんが現職警察官がお⾦⽬的に殺⼈事件を
起こしたり、司法試験の問題漏えいがあっ
たり、今の世の中どうなってしまったので
しょうか？どうも⽇本⼈のモラルは落ちて
いると感じます。こういう時代だからこそ
健全な⻘少年の育成活動が⼤切になります。
今⽇ご出席の指導者の皆様⽅の役割はます
ます⼤きくなるというわけでございます。
私どもロータリアンにとっても「ロータリ
ーの⼼」を広く⽰していかなければならな
いと思います。 
 東信地⽅は千曲川がありますので昔から
⽔害が数多くありました。最⼤のものは寛
保 2 年（1742）の「戌の満⽔」です。この
年が戌年でしたのでこう呼ばれます。この
年の 7 ⽉ 27 ⽇から 4 ⽇間連続で集中豪⾬
があり各地に災害をもたらしました。台⾵
が⼤阪周辺に上陸し、北東⽅向に進み、中
部・関東から東北地⽅に抜けたと⾔われて
います。東信地⽅は浅間⼭地の南⻄斜⾯に
降り続いた豪⾬が千曲川に集まり、⼤⽔と
なって災害をもたらしましたが、⼀番被害
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の⼤きかったのは千曲川の⽀流付近の鉄砲
⽔でした。佐久・⼩諸の被害は甚⼤でしたが、
近くでは今の東御市の⾦井集落がまともに
⼟⽯流を受け 113 名の犠牲者を出していま
す。⼟⽯流は⾦井集落を飲み込み、なおも⽥
中の宿場の 3 分の 2 に被害をもたらしまし
た。寛保 2 年 8 ⽉ 1 ⽇のことです。以来東
信地⽅では 8 ⽉ 1 ⽇を慰霊の⽇として先祖
の墓参りと清掃が慣習となりました。 
 千曲川には犠牲となった⼈々のご遺体が
流れ、諏訪部に何百体も流れ着きました。こ
れらのご遺体を引き揚げ、秋和の正福寺に
集団で埋葬し弔ったそうです。その慰霊碑
は千⼈塚と呼ばれています。 

千曲川の常⽥・踏⼊辺には中州があった
ようで付近の⼈々がこの中州に渡り、流れ
てくる箪笥や⻑持などを引き揚げたそうで
す。夢中になってやっているうちに⼤⽔で
帰れなくなり、なんと 63 ⼈もの⼈が⽔の引
くまで 3 ⽇ 3 晩川の中で過ごさなければな
らなかったという話もあります。笑えない
笑い話です。 

横沢  正君 
１．RI より 

・2015-16 会⻑賞 補⾜ウェビナーのご
案内 

・「ジャパンロータリーデーin 愛知」開催
のご案内 

２．⽶⼭記念奨学会より 
・8 ⽉の寄付⾦傾向 

３．望⽉ガバナー事務所より 
・幹事代⾏のお知らせとお願い 

４．上⽥⻄ RC 様より クラブ計画書訂正
のお願い 

５．AMU より 
・多国籍市⺠のための⾏政相談会につい

て 
・「うえだ多⽂化交流フェスタ 2015」実

⾏委員会開催のお知らせ 
 
恵送 
１．上⽥⻄ RC 様・・・会報          
 
全会員配布物 
１．当クラブ会報 第 861 号  
２．ヴァイオリンコンサートパンフレット 

その他 
１．本⽇、例会後、理事会があります。 
２．次週 9 ⽉ 22 ⽇は休会。次回例会は９⽉

29 ⽇です。 
３．ヴァイオリンコンサートのチケットの

取りまとめ・販売を事務局で⾏ってお
ります。 

 

 
⼩嶋 修⼀君 

ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 23 2 － 91.30％
前々回 23 5 2 86.96％

(上⽥⻄ RC) 
宮下貞夫様 いつもスカウト活動にご理解

ご⽀援をいただき感謝申し上
げます。 

⻄澤⽂登君 ボーイスカウト、ガールスカ
ウト指導者の皆様、今⽇はあ
りがとうございます。 

柄澤 堯君 ボーイスカウト・ガールスカ
ウト団委員⻑の皆様ようこそ
いらっしゃいました。 

⽔野泰雄君 秋⾵が気持ち良いです〜♪ボ
ーイスカウト・ガールスカウ
トの皆様、御苦労様です。 

            P.S.ゴルフコンペ〜笠原さん
優勝おめでとうございます！ 

笠原⼀洋君 ゴルフ楽しませていただきま
した。 

中沢利樹男君「真⽥丸」盛り上げのため、
UCV でドラマ「真⽥太平記」
(全 45 話)を放送します。１０
⽉５⽇スタートです。ぜひご
覧ください。 

⿅志村恭彦君 北村 久⽂君
⼩嶋 修⼀君 松澤 ⼀志君
宮原 宏⼀君 宮澤 広⼀君
中澤 信敏君 ⻄澤 尚夫君
⽣川 秀樹君 杉⼭  裕君
⽥中 栄⼀君 ⼭﨑 博太君
⼭﨑 勝司君 ⼭崎 芳雄君
横沢  正君  
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ボーイスカウト・ガールスカウト 
団委員⻑をお招きして 

ガールスカウト⻑野県第５団  
団委員⻑ 内海真由美様 

ガールスカウトは現在、146
の国と地域 に約 1,000 万⼈
の会員がおり活動している少
⼥と⼥性のための世界最⼤の
団体です。世界各地で、「すべ

ての少⼥と⼥性」がよりよい社会に暮らせ
るよう彼⼥たちをとりまく環境・問題に向
き合い「少⼥と若い⼥性が責任ある世界市
⺠として、⾃ら考え、⾏動できる⼈となる」
ことを⽬指して活動しています。 

ガールスカウトの歴史は、⼦どもたちの
幸せな⼈⽣をいつも⼀番先に考えていた、
ボーイスカウトの創始者ロバート ベーデ
ン-ポウエル（頭⽂字をとってＢ-Ｐと呼ん
でいます）によって、1908 年にボーイスカ
ウト運動が、英国で正式にはじまりました。 
1909 年に、Ｂ-Ｐがボーイスカウトの最初
の⼤きな集まりを開いたときに、そこに⼥
の⼦たちも来ていて、「ガールスカウト」と
して活動したいと願い出てきました。 

Ｂ-Ｐは、男の⼦と⼥の⼦には、それぞれ
に合った活動のしかたがあって、⼥の⼦の
活動は、⼥の⼈に任せたほうが良いと考え
ました。 

⽇本では、1920（⼤正 9）年にはじまり
現在では⽇本全国で約 33,000 ⼈のガール
スカウトが活動しています。⽇本のガール
スカウトは、今年 95 周年を迎えます。ガー
ルスカウト⻑野県連盟は 50 周年、今年３⽉
には、全県下のスカウト、会員が集い、⻑野
県知事様始め沢⼭の来賓をお迎えして記念
式典を⾏いました。 

ガールスカウト⻑野県第５団は、上⽥市
の城下町の質実な伝統と⽂化の中で、「⾃⽴
した」、「視野の広い⼥性」を育むことを⽬的
に活動を続け、今年で発団 42 年になりま
す。 

今年５団が⼒を⼊れているのは、周辺の
豊かな⾃然の中で⾏うキャンプです。⼩・
中・⾼校⽣年代が参加し、どんな環境のもと
でも、「⾃分のことは⾃分でする」、「⼀⼈で
出来ないことはチームワークでする」、「⼒
が及ばない仲間を助ける」など、キャンプは
ガールスカウトの「やくそくとおきて」を実

践する絶好の機会と捉えています。ロープ・
⼯具の基本的な扱い⽅を学びながらテント
を⽴て、⽕を扱う野外料理など、⼭の⾃然を
味わい体験します。 

⽉２回程度の集会では、「⾃⼰開発」「⼈と
のまじわり」「⾃然とともに」の３つを教育
のポイントとして活動に取り組んでいます。
⼥性の⾃⽴といいますが、まずは⾃分で⾃
分のことはできるようにすることから始ま
り、仲間と協⼒、⾃ら考え⾏動することなど、
体験によって⾃信を持つことができるよう
少⼥が活動します。募⾦活動、⽼⼈施設への
訪問などのボランティア活動、真⽥まつり
のパレードなどのイベントへの参加も⾏っ
ています。 

今、⼦育てにはとても難しい時代だと⾔
われています。⼦供達の様々な事件や事故
が報道されています。そんな中で、ガールス
カウトの「⾃⽴した」、「視野の広い⼥性」を
育むことを⽬的とした活動は、学校と家庭
に加えて第三の経験の場として、成⻑期の
少⼥に⼤きな役割を果たすと考えておりま
す。もし皆様のご家族、ご友⼈の周りにガー
ルスカウトに興味がある⼥の⼦がいらっし
ゃいましたら是⾮お声掛けをお願いいたし
ます。 

 
ガールスカウト⻑野県第 25 団 

団委員⻑ 宮崎 昭⼦様 
 私ども 25 団は、このたび「道
路ふれあい⽉間」に当たり国⼟
交通⼤⾂より道路清掃や花壇
などの美化活動が認められ表

彰をしていただきました。上⽥建設事務所
管内では 18 年ぶりということです。 

なぜこの花壇にかかわるようになったか
と⾔いますと平成 7 年に⻑野県のガールス
カウトの年⻑部⾨のスカウトが中⼼となり、
「プロジェクトグリーン」という活動を始
めました。各地では花を植え、清掃を⾏い、
環境を守り、地域に貢献することを⽬的に
事業が始まりました。⻑野県連盟では、⼾隠
の国有地をお借りしてガールスカウトの森
を作り、今では第 3 の森まで整備、年 1 回
各地区持ち回りで下草刈りの作業をしてお
ります。 
 25 団でも、このプロジェクトに参加し、
当時は活動の拠点であった⻄部公⺠館に花
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を植え、現在地の反対側にも植えながら、⻑
く関われる場所を探しておりました。そん
な折、県道上⽥丸⼦線が整備され、歩道の⼀
部に花壇がつくられることになり、新たな
活動の場所としてお借りして花を植えるこ
とになりました。平成 13 年には、県と市と
当団の間でアダプトシステムの協定を結び、
上⽥市からは苗の提供を受け、⼀年に 2 回
の植え替え（6 ⽉・11 ⽉）をスカウトや保
護者など団全体で⾏い、通年にわたる管理
は成⼈会員が⾏っております。そして 12 ⽉、
道路の落ち葉掃きをして 1 年が終わります。
道⾏く⼈々から声をかけていただくことも
あり、私たちの励みになっております。 
 ここまで続けて来られたのは、スカウト
活動を⽀えてくださった⼤勢の皆様がいた
こと、少⼥たちがこの活動の意義を知り団
の宝物として代々受け継いできたこと、そ
して永年にわたり成⼈会員が協⼒し、管理
に携わってくださったことが今回の⼤きな
賞につながったと思います。 
 これからもできる限りスカウトと共に活
動を続けていきたいと思っております。 
 

ボーイスカウト上⽥第 13 団 
団委員⻑ ⼩川 實様 

 現在のボーイスカウト運
動は世界の 161 の国と地域
が正式加盟、約 2,800 万⼈の

スカウトが参加しています。社会教育団体
として他に例を⾒ないほど国際性を持ち、
その意義が広く認められています。 
 ボーイスカウトは年齢に応じ 5 つのスカ
ウト隊に分かれ活動しています。 
ビーバースカウト隊 
 ⼩学校 1 年⽣の 4 ⽉〜2 年⽣の 3 ⽉ 
カブスカウト隊 
 ⼩学校 3 年⽣の 4 ⽉〜5 年⽣の 3 ⽉ 
ボーイスカウト隊  
 ⼩学校 6 年⽣の 4 ⽉〜中学 3 年⽣の 3 ⽉ 
ベンチャースカウト隊 
 ⾼校 1 年⽣の 4 ⽉〜3 年⽣の 3 ⽉ 
ローバースカウト隊 
 満 18 歳〜24 歳の⼤学⽣、社会⼈ 

以上のように 5 段階のスカウト隊活動（規
律訓練、野外訓練）を経て、ボーイスカウト
の⽬標であります社会に奉仕できる能⼒を
⾝に着け良き公⺠となり、世界のスカウト
と⼿をつなぎ、絆を持ち、より良い世界を築
く活動を続けてまいります。 
 

ボーイスカウト上⽥第 5 団 
団委員⻑ 宮下貞夫様 

 今年はボーイスカウトにと
って、とても⼤きな⾏事があり
ました。7 ⽉ 29 ⽇から 8 ⽉ 7

⽇まで、⼭⼝市のきらら浜で、第 23 回世界
スカウトジャンボリーが開催されました。
これは 4 年に 1 度世界中から 14 歳から 17
歳のスカウトが集い、野外⽣活をし、仲間と
共にいろいろなプログラムに挑戦し、友情
を深め、相互理解を深めるボーイスカウト
最⼤のイベントです。世界 152 の国から
33,000 名を越すスカウトが参集し、この⼈
数は地⽅の⼩都市に匹敵し、⾷べ盛りの⻘
年たちの⾷材の調達から、事故、病気の対応
まで⼤変な苦労が伴います。 
 上⽥からは 13 団のスカウトが 1 名参加
しましたが、我が 5 団からは残念なことに
スカウトの参加は無く、⼤⼈が 4 名奉仕で
参加しました。上⽥第 5 団の副団委員⻑ 
出⽥⾏徳⽒は⽇本連盟の重鎮として、企画
の段階から運営まで、⻑期間携わり、期間中
には皇太⼦殿下の先導役として会場内のご
案内を⾏いました。また 2 名は通訳として
重責を担っています。スカウトが参加でき
なかったことは本当に残念ですが、ジャン
ボリーに向かうイギリスウェールズのスカ
ウト 12 名が上⽥市でホームステイをし、わ
ずか 2 泊でしたが、ホストファミリーとの
交流を⾏いました。彼らは⽇本という国に
興味があったらしく、⽇本⽂化についても
⼤分勉強してきているようでした。お箸も
上⼿に使い、「回転寿司」「ヒャッキンの店」
へ⾏きたいというのには驚きました。 
 これからも⻘少年健全育成のためのスカ
ウト活動にご理解ご協⼒をお願いいたしま
す。 
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