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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       ⻄澤 文登君 
⻫  唱 「それでこそロータリー」 
表敬訪問 
 ガバナー補佐   関  啓治君 
 上田 RC   会⻑  上島 孝雄君 
      幹事  矢島 康夫君 
 上田東 RC 会⻑  柳澤  亨君 
      幹事  宮本 茂幸君 
表  彰  
 
 
 
 
 

ポールハリスフェロー 山崎芳雄君  
プログラム   
  来訪クラブの皆様ご挨拶 
  役員・理事⽅針発表 

 
 

永 六輔さんの訃報に接して 
⻄澤 文登君 

 今日は東信第二グループガバナー補佐の
関 啓治様、上田ロータリークラブの上島
会⻑様・矢島幹事様、上田東ロータリーク

ラブの柳澤会⻑様・宮本幹事様、ようこそ
お越しいただきました。お役目ご苦労様で
す。 
 ここ 3 日ほどとても
暑い日が続いています。
昨日私は観光ボランテ
ィアガイドの皆さんの
研修ということで室賀
から浦⾥、⼩泉と⼀日か
けて案内いたしました。
ペットボトル 2 本飲み干しました。 
 さて、作詞家、放送作家、タレントと様々
な顔を持つ才人・永 六輔さんが亡くなら
れたそうです。⼤変残念なことです。既に
ご存知の⽅も多いかと存じますが、永さん
は戦時中⼩諸に疎開しておられ、上田高校
を卒業しています。卒業⽣名簿を⾒ました
ら昭和 27 年 3 月の卒業となっていました。
上田松尾高校の頃の卒業⽣です。 
 そういえばこれはごく⼀部の⽅しかご存
知ないかと思いますが、「カムイ伝」などで
有名な漫画家の白土三平さんも疎開して⼀
時上田中学で学んでおられたそうです。塩
田の八木沢、真田の横尾にお住まいだった
ということですが、カムイの飛び回る野山
のモデルは上田にあったわけです。 
 永 六輔さんはよそ者ということでいじ
められることもしばしばあったそうで、信
州に対してはあまり好印象ではないという
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話もあります。いじめられて悲しい時は⼩
諸の懐古園で⼀人涙したという話が新聞に
載っていました。その時懐古園で書いた詩
が後に彼の代表作「上を向いて歩こう」の
原型になったということです。「⾒上げてご
らん夜の星を」もこの辺の情景がピッタリ
です。永さんの原風景は⼩諸や上田だった
のかも知れません。 
 ラジオでだったと思いますが、永さんが
信州疎開時代のことを語っておられたのを
聞いたことがあります。高校時代かそれ以
前かはっきりしませんが、友達同士で悪さ
をしたことがあったそうです。それが学校
にばれて朝礼の時に校⻑先⽣から叱られた
そうです。先⽣が「やったことに覚えのあ
る者は手を挙げろ」と言われ、友達も手を
挙げると思っていたら挙げたのは永さんだ
けだったということで、それ以来信州人に
不信感を持っているということでした。後
にご機嫌も直ったのでしょうか、⼩宮山量
平さんと親しかったということもあったの
でしょう、上田にしばしば来ていただきま
した。 
 偉⼤な文化人がこの世を去りました。ご 
冥福を！ 

 
 
 
 
 
 

松澤 一志君 
1.ＲＩより 
・規定審議会について 
・コーディネーターニュース 8 月号 
・第 15 回ロータリー全国囲碁⼤会ご案内 
2.⽶山記念奨学会より  

・達成クラブ表彰について・・・ 

当クラブ 1,000 万円表彰を受ける事にな
りました！ 

恵送 
1.上田 RC 様・丸子 RC 様・上田東 RC 様・

東御 RC 様より 会報 
全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第 898 号 
その他 
1.本日は例会後、理事会です。 

田中 栄一君 

 
 上田 RC 様、上田東
RC 様 よ り ニ コ ニ コ
BOX をいただきました。 
 
 

ガバナー補佐  
 関 啓治様 2600 地区東信第二グルー

プのガバナー補佐に就任いた 
      しました。滝沢ガバナー補佐

共々⼀年間よろしくお願いい
たします。 

上田東 RC 
柳澤 亨様 
宮本茂幸様 本日は会⻑・幹事でお世話に 
      なります。⼀年間よろしくお

願いいたします。 

会員⼀同  本日はお暑い中、関ガバナー 
      補佐様はじめ、上田クラブ、

上田東クラブ会⻑・幹事様よ 
      うこそお越しくださいました。 
      今年度どうぞよろしくお願い

します。 
 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 22 4 - 81.82％ 
前々回 23 4 1 86.96% 
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表敬訪問 ご挨拶 
RI 第 2600 地区東信第二グループ 
    ガバナー補佐   関 啓治様 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
この度、2016〜17 年度の第 2600 地区

東信第二グループのガバナー補佐に任命さ
れました上田 RC の関啓治です。ガバナー
補佐幹事に就任されました滝沢秀⼀です。
未熟ですがよろしくお引きまわしの程お願
い申し上げます。 

貴クラブには後日１０月４日にガバナー
公式訪問があります。それに先⽴ち、９月
20 日にガバナー補佐事前訪問をさせてい
ただきます。その折には、RI 会⻑ジョン・
フランクリン・ジャーム⽒のご紹介と原拓
男ガバナーの“人となり”や、“思いのたけ”を
詳しくお伝えしたいと思います。本日はご
挨拶と、若干の報告事項と、⾏事の日程に
ついてはお知らせしたいと存じます。 
1．次期ガバナーが決定 関邦則様 

⻑野 RC 会⻑（2015〜2016 年度）。 

2．地区⼤会。 
10 月 15 日〜16 日軽井沢プリンスホテ
ル。秋酣の軽井沢、是非ご参加下さい。
講師等は未定。 

3．東信第二グループ新春合同夜間例会 
1 月 16 日上田東急ＲＥＩホテル。上田
RC が主管。 

4．IM・会員セミナー 
千曲川 RC と上田 RC との共催。2 月 12
日上田高砂殿（グランドティアラ上田） 
ＩＭ講師は永井正夫⽒。映画プロデュー
サー「うさぎ追いし―山極勝三郎物語
―」映画鑑賞と舞台挨拶で映画製作の
ご苦労や作品に対するプロデューサー
としての想いをお伺いする。 
会員セミナーは講師未定。 

5．国際⼤会への参加 
6. 6 月 10〜14 日 アトランタ 

（⽶国ジョージア州 州都） 
財団 100 周年ロータリー財団発祥の地。 

 
上田ロータリークラブ 

          会⻑ 上島孝雄様 
          幹事 矢島康夫様 
 
 
 
 
 
 
 
 
上田ロータリークラブ会⻑の上島です。

そして、幹事の矢島さんです。どうぞ１年
間宜しくお願いいたします。 

貴クラブ様におかれましては今年度創⽴
20 周年を迎えられるとの事でおめでとう
ございます。昨年度は⻄澤会⻑始め会員⼀
丸となってクラブの⽅向性について真剣に
向き合ったという事をお聞きしております。
会員の団結⼒もさらに深まった事と思いま

肥田野秀知君 笠原 ⼀洋君 
柄澤  堯君 ⿅志村恭彦君 
北村 久文君 松澤 ⼀志君 
中澤 信敏君 中沢利樹男君 
⻄澤 尚夫君 ⻄澤 文登君 
⽣川 秀樹君 杉山  裕君 
田中 栄⼀君 山崎 芳雄君 
横沢  正君  
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す。また、奉仕活動も積極的に実施されて
おられ敬意を表します。 

今年度のガバナー補佐は当クラブの関啓
治会員です。I.M./会員セミナー開催にあた
り⼤変お世話になりますが、ご協⼒の程よ
ろしくお願いいたします。また、新春合同
例会、６クラブ親睦ゴルフコンペもホスト
クラブとなっております。いたらぬ点多々
ある事と思いますが、何とぞよろしくお願
い申しあげます。 
 
上田東ロータリークラブ  

 会⻑ 柳澤 亨様 
 幹事 宮本茂幸様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 こんにちは、本年度上田東ロータリーク
ラブの会⻑を務めさせていただきます柳澤
です。本日は宮本幹事と訪問させていただ
きました。よろしくお願いいたします。 
 六文銭 RC の皆さんには日頃親しく交流
させていただきありがとうございます。両
クラブは合同夜間例会、ゴルフコンペ、地
区そしてグループなどの⾏事の時は、話し
合いをし、バスの送迎なども合同で⾏なっ
ている親戚の様な付き合いをしているクラ
ブです。今年度六文銭 RC さんは、創⽴ 20
周年を迎えられるということでお祝い申し
上げます。おめでとうございます。平成 9
年にクラブが創⽴され、その時に当クラブ
から移籍された会員が現在 7 名在籍と言う
事で、特に親近感を感じています。これか
らも変わらぬお付き合いをお願いいたしま
す。 

⼀年間どうぞよろしくお願いいたします。 
役員・理事⽅針発表 

３名の役員の皆様に今年度の⽅針発
表をしていただきました。 

次週もひきつづき⾏います。 

 

 

 
 
 
 
 
  会⻑エレクト    ⽣川 秀樹君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 副会⻑・会計・広報情報委員⻑ 
             横沢  正君 
 

 
 

             
 
 
 
 

 

  幹事      松澤 ⼀志君 


