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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       ⻄澤 文登君 
⻫  唱     「上⽥六文銭 RC の歌」 
ビジター(定時受付) 
 上⽥ RC  室賀欣一君 都築東一郎君 
      石森周一君 ⽥邉廣太郎君 
      中村敏文君 
 上⽥東 RC 
           倉沢和成君 宇敷健治君 
 小諸 RC  石塚 豊君 
ゲスト 
 ・⻄澤文登君⻑⼥  古橋⾹奈⼦様 
       お孫さん 祐人ちゃん 
 ・横沢 正君令夫人 横沢一枝様 
 ・中澤信敏君令夫人 中澤まゆみ様 
       ⻑⼥    綾乃さん 
       次⼥    ⾥咲さん 
       ⻑男    宏亮君 
 ・⿅志村恭彦君令夫人 ⿅志村由佳様 
       ⻑⼥    光ちゃん 
プログラム  
創⽴ 20 周年記念サマーナイト夜間例会 

上⽥六⽂銭ロータリークラブの歌   
             ⻄澤 ⽂登君 
 今⽇は年に一度のサマーナイト家族会で
す。ご家族の皆様、ようこそお越しくださ

いました。⽇頃はロータリー活動に深いご
理解をいただき、厚く御礼申し上げます。
今宵はおおいに楽しんでください！ 
 リオデジャネイロオリンピックが始まり
ました。連⽇⽇の丸を背負った若者が躍動
しております。普段は国旗がどうの、国歌
がどうのと言っていても、オリンピック会
場の国旗掲揚台に⽇の丸が揚がり、君が代
が演奏されると皆感激します。この時ばか
りは⽇本国の国⺠であるという意識が⾼ま
ります。スポーツはいいものですね。 
 私たちのクラブには「上⽥六文銭ロータ
リークラブの歌」があります。今⽇も冒頭
で歌っていただきました。これは今からち
ょうど 10 年前、クラブ創⽴ 10 周年を記念
して作られたものです。作詞は私が担当し、
曲は今、事情があって退会されていますが、
関哲夫君が作ってくれました。とてもよい
メロディーを作っていただいたと思います。
詞は、初代会⻑の⼭﨑先⽣も試みられてい
ましたが、私のものが先にできましたので、
先⽣も遠慮されたのか発表されませんでし
た。 
 クラブ計画書に掲載されていますが、こ
の歌は 5 番まであります。そこにも解説さ
れていますが、１番は上⽥の持つ自然の素
晴らしさを詠みこみました。太郎⼭の逆さ
霧は大変珍しい自然現象です。 

2 番は上⽥の歴史を綴っています。上⽥
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は歴史のあるまちですが、やはり真⽥無く
しては語れません。NHK 大河ドラマ「真⽥
丸」の人気が上⽥の人気にもなります。「⽇
本一の兵（ひのもといちのつわもの）」とい
うフレーズで 2 番は始まりますが、このフ
レーズを詠みこんだのはこの歌が最初だと
思います。 

3 番は上⽥の産業をうたっています。基を
つくったのは言わずもがな「お蚕様」です。
幕末から明治初年は参種業が隆盛を極めま
す。明治 33 年（1900 年）に笠原⼯業様が
進出され、器械製糸が盛んになり、周辺の
産業も活発になります。今⽇の上⽥の経済
の基をつくったのは蚕糸の業（さんしのわ
ざ）なのです。 

4 番は上⽥の文化と教育を詠みこみまし
た。上⽥は多くの偉人を輩出しています。
幕末に坂本龍⾺より先に⼆院制を提唱した
⾚松小三郎、和算の大家・⽵内善吾、明治
以後では映画にもなった⼭極勝三郎、⺠⽣
委員制度の⽗・小河滋次郎などなど枚挙に
いとまがありません。有能な人材の輩出は
上⽥の風⼟と住⺠の勤勉性が産んだものと
いうことができますが、この底には自由な
発想というものが流れているのだと私は思
います。大正 8 年に⼭本⿍が開催した神川
小学校の学童自由画展覧会は自由画教育の
先鞭でした。我が国の教育界の改革であっ
たと言っても過言ではありません。これは
⼭本⿍の考えと上⽥の住⺠に流れていた自
由な発想というＤＮＡがコラボレーション
したものだと思います。これが上⽥自由大
学に発展し、ここからまた多くの人材が輩
出されます。 

5 番はクラブの雰囲気をうたってありま
す。このようなクラブ風を持ってやってい
きたいものですね。 

クラブ創⽴ 10 周年にあたって、私はクラ
ブの歌ができたらいいなと思い、仕事の合
間や自動⾞を運転しながらあれこれ考えて
いました。そんなある⽇、野沢南⾼校に仕

事で⾏きました。ところが先⽣との約束の
時間に遅れてしまい、約 1 時間待たなけれ
ばならないことがありました。ちょうど良
い機会と思い、⾞の中で今まで考えてきた
ことを整理し詞にまとめてみました。これ
が原型となって「上⽥六文銭ロータリーク
ラブの歌」ができあがったのです。拙い詞
ですが曲はすばらしいと思います。いつも
歌っていただいて光栄です。 

幹事 松澤 一志 
1.RI より 
  ・the rotarian 8 月号 
  ・2016-17 会⻑賞について 
  ・オンライン研修のお知らせ「クラブ

のためのよくわかる寄付と認証」 
2. 地区事務所より  

・2016-17 年度ガバナーエレクト決定 
⻑野 RC  関 邦則様 

・ガバナーエレクト事務所開設案内 
・地区事務所 夏季休暇 

8/11(木)〜8/16(火) 
3. 丸⼦ RC より 
 ・冊⼦「私の職業奉仕」送付のご案内 
4.上⽥⻘年会議所 

・認承五⼗五周年記念式典のご案内 
5. 週刊上⽥新聞社より   
 ・役員選任のお知らせ  
6. 君にとどけ IN うえだ実⾏委員会より 
 ・協賛⾦の御礼 
7. AMU より 
 ・さくらの会 開催のご案内 
8. 理事会より 

・8/2 理事会議事録 
恵送 
1.丸⼦ RC 様・東御 RC 様 

クラブ計画書・会報 
2.小諸 RC 様・小諸浅間 RC 様会報  
全会員配布物 
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1. 当クラブ会報  第 902 号 
その他 
1.次週 8/16(火)は休会です。 
2.10/15(⼟) 、16(⽇)地区大会に大勢の皆

様にご参加をお願いいたします。 

宮原 宏一君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 ⽇ 23 9 - 60.87％ 
前々回 23 6 1 78.26% 

⻄澤文登君 サマーナイト家族会楽しくや
りましょう。準備していただ
いた委員の皆様ありがとうご
ざいます。ご家族の皆様おく

つろぎ下さい。 
松澤一志君 サマーナイト楽しみましょう。 
中澤信敏君 今⽇はよろしくお願いします。

家族がいる方が緊張しますね。 
水野泰雄君 今夜はサマーナイト！心より

お楽しみ下さいませ。 
柄澤 堯君 ホールは広くて涼しくて別世

界ですね。 
杉⼭ 裕君 早く冷たいビール飲みたいで

す。 

⽣川秀樹君 時差ボケで大変です。五輪観
戦で、、もちろんテレビです。 

笠原 一洋君 ⿅志村恭彦君 

宮原 宏一君 中沢利樹男君 

⻄澤 尚夫君  

創⽴ 20 周年サマーナイト
家族夜間例会 

〜アトラクション〜 
殺陣サークル眞の皆様に殺陣をご披露
していただきました。 
⻄澤会⻑もご指南を受けて・・ 

⻄澤会⻑もご
指南を受けて 
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