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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       ⻄澤 文登君 
⻫  唱 「国歌⻫唱」「我らの生業」 
慶  祝 
 誕生日祝 
 ⻄澤文登君 (15 日) 
 小嶋修一君 (20 日) 
 山田 豊君 (23 日) 
ゲスト   
  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 
委員会報告 
・広報情報委員⻑ 
     横沢 正君 
「ロータリーの友紹介 
 
 
プログラム   
 新世代月間にちなみ 
・「ボーイスカウト・ガールスカウト団

委員⻑をお招きして」 
  

 
 

 
 
 ⾚松⼩三郎の柔軟な発想 

⻄澤⽂登君 
 残暑が厳しいです
ね。昨日仕事で軽井沢
に⾏きましたが、上田
と同じ暑さのように
感じました。台風の影
響もあるのでしょう

ね。お暑い中、今日はボーイスカウト、ガ
ールスカウトの指導者の皆様にお越しいた
だきました。いつも本当にありがとうござ
います。 
 今、上田は真田丸ブームでフィーバーし
ています。急ぎの用事の時は上田城跡近辺
に⾞を⼊れない⽅がいいですね。テレビの
影響はすさまじいものがあります。ともか
く真田父子の活躍と共に上田が全国に発信
されることはまことに喜ばしい限りです。 
 先日山極勝三郎博⼠の映画が完成したこ
とをお話しいたしましたが、これまた上田
が生んだ偉人が全国に紹介されることは素
晴らしいことです。映画のヒットを心から
願い、微⼒ですが応援しようと思っており
ます。上田には全国に紹介されるべき偉人
が沢山います。真田父子がテレビで、山極
勝三郎が映画になりました。次に紹介され
るべき一人は⾚松小三郎ではないかと思い
ます。 
 山極勝三郎もそうですが、⾚松小三郎の
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認知度は率直に⾔ってあまり⾼くありませ
ん。⼤変残念なことです。上田城跡公園に
顕彰碑がありますが、顕彰碑の存在は知っ
ていてもそれが誰のものか、またはその人
がどのような功績があった人なのかご存知
でない⽅が残念ながら多くいらっしゃるの
です。かく⾔う私も 10 年ぐらい前は同じで
した。しかし、勉強してみるととても魅⼒
的な人物で、近代日本の⽴ち上げに⼤変功
績のあった⽅だとわかりました。もっと多
くの人にそのことを伝えるべきだと考える
ようになってきました。 
 坂本龍⾺の船中⼋策と呼ばれる議会開設
の建⾔は有名ですが、⾚松小三郎はそれよ
り１ｹ月も前に幕府の重鎮に議会開設を建
白しているのです。七項目ありますが、第
一の項目に、国家の重⼤なことは上下院（⾚
松は上下議政局と⾔っています）で議論し
て決め、天朝に決議を報告する。お認めい
ただいたら天朝から国中に公布する。もし
お認めいただけなかったら議会で再度協議
し、やはり正しく公平なこととされれば、
これは必ず公布しなければならないことと
天朝に報告し、直ちに議会から国中に公布
するとあります。驚いたことに天皇が絶対
ではないのです。実に⺠主的な考えだと思
います。 
 上田では 10 年以上前に伊東邦夫先生が
中心となって⾚松小三郎顕彰会が組織され、
定期的に勉強会が⾏われています。東京で
も上田⾼校関東同窓会が 4 年ほど前から研
究会を⽴ち上げ活動しています。私も折に
触れ、皆様にお話しして⾏こうと思ってお
ります。 

松澤 一志君 
１．米山奨学会より 

・秋季例祭のお知らせと 
賛助会ご⼊会のお願い 

２．地区事務所より 
 ・財団 100 周年のロゴ活用について 
 ・ロータリー財団グローバル補助⾦承認

について 
恵送 
１．米山記念奨学会・館報 2016.秋号 
２．上田 RC 様・上田東 RC 様・・・会報 
全会員配布物 
１. 当クラブ会報  第 905 号 
２．ロータリーの友 ９月号 
３．月信  ９月号 

⻄澤尚夫君、田中栄一君 掲載 
その他 
１． 次週、９月 13 日(火)は理事会です。 

 
 

 

宮原 宏一君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 22 5 - 77.27％ 
前々回 22 7 3 81.82% 

宮下貞夫様よりニコニコ BOX をいただき
ました。 
宮下貞夫様 いつもボーイスカウト、ガー

ルスカウト活動にご理解をい
ただき、感謝申し上げます。 

会員一同  ボーイスカウト、ガールスカ
ウト指導者の皆様、ようこそ
お越しくださいました。 

      ⻘少年育成に御尽⼒賜り感謝
申し上げます。 

中澤信敏君 ねぷた、無事終わりました。
ご⽀援、御協⼒ありがとうご
ざいました。 

肥田野秀知君 柄澤  堯君 

北村 久文君 松澤 一志君 

宮原 宏一君 宮澤 広一君 

水野 泰雄君 中沢利樹男君 

  ⻄澤 尚夫君 ⻄澤 文登君 

  ⻫藤惠理子君 杉山  裕君 
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  田中 栄一君 山田  豊君 

 
 
「ボーイスカウト・ガールスカウト 

団委員⻑をお招きして」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賛助⾦を贈呈いたしました。 
 
ボーイスカウト 上田第 5 団 

団委員⻑ 宮下貞夫様 
                    
いつも貴上田六文銭
RC と、ロータリアン
の皆様のスカウト活
動に対するご理解と
御協⼒に感謝いたし
ます。本日は⼤変貴重
な浄財をいただき、心
より御礼を申し上げます。子ども達のため
に⼤切に使わせていただきます。 
 ボーイスカウトの最近の活動についてご
報告いたします。 
 今年は 4 年に一度の第 18 回⻑野県キャ
ンポーリーが 8 月 3 日から 7 日の 4 泊で⼤
町市にて開催されました。全体で 250 名の
スカウトとリーダーが参集いたしましたが、
往年は 500 名近い人数であったことを思う
と昔日の感がいたします。 
 我が上田第 5 団からはスカウト 8 名、リ
ーダー4 名が参加し、好天と緑の木陰に恵
まれ、上田の猛暑を尻目に快適なキャンプ
生活を過ごしました。数十匹の猿が悠々と
キャンプ場の中を通り過ぎて、そこが猿の

生活の場である事を知りました。「熊に注意」
とありましたが、幸い熊とは遭遇しません
でした。8 年前の⼾隠でのキャンプでは、
夜中に熊がテントを揺らし、フーフーとい
う熊の息が耳元で聞こえた、という危険な
体験もありました。 
 第 12 回日本アグナリーが富⼠宮市で開
かれ(8 月 11 日〜16 日)、わが団からリー
ダー1 名が奉仕で参加しました。アグナリ
ーとは障がい者を持つスカウトの祭典で、
これも 4 年に一度開催されます。約 1000
名が集い、外国からも 80 名の参加者があり
ました。介護の必要もあり、参加者の⽐率
は 6 対 4 で奉仕者の⽅が多く、中にはかな
り重度の⾝体障がいを持つスカウトもいま
す。しかし対応は特別視することなく、バ
リアーを感じさせない和やかな集会でした。 
 フィンランドジャンボリー(7 月 15 日〜
29 日)へ⻑野県連盟から、スカウト 24 名リ
ーダー5 名を派遣いたしました。昨年世界
ジャンボリーが山口県で開催され、その時
⻑野県連盟のテントサイトのすぐ隣がフィ
ンランドのサイトで、自然に仲良くなり、
今年のフィンランドジャンボリーに招待さ
れました。北欧の国なので白夜に近く、夜
は薄明るいまま朝を迎えるという具合で、
⿊く遮光したテントのなかで寝るという体
験もしました。我が団からはリーダー1 名
が参加し残念なことにスカウトの参加はあ
りませんでした。団員⻑の気持ちとしては、
普段あまり⾏くこしのできないシベリウス
の⾳楽が奏でる北欧の国でのジャンボリー
に、スカウトを是非⾏かせたいと思いまし
た。 
 現在、日本連盟全体の問題ですが、スカ
ウトの減少及びリーダーの⾼齢化に悩んで
います。これは少子化現象ばかりでなく、
働き盛りの⼤人のゆとりの無さもあり、社
会全体の問題があるようにも思えます。こ
の素晴らしい子供のせかいへ、1 人でも多
くの仲間を招き⼊れたいと切実に感じてい
ます。これからもスカウト活動にご協⼒を
お願いいたします。 
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ボーイスカウト上田第 13 団 

団委員⻑ ⼩川 實様 

スカウト活動はど
のようなものなの
か 

スカウトスピリッ
トについてお話を
いただきました。 

 
ガールスカウト第 5 団 

団委員⻑ 内海真由美様 

今年度「私が変わる、
未来が変わる」をテ
ーマに活動をして
います。 

また、これからの⼊
団者を増やしてい
くことが⼤きな課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ガールスカウト第 25 団  
        団委員⻑ 宮崎 昭子様 

ガールスカウトは
2020 年、創⽴ 100
周年を迎えます。 

月 2、3 回の活動を
⾏い、⼾隠キャンプ
東日本⽀援プロジ
ェクトとして絵本
を贈ったり、古戦場マラソンの協⼒など
様々な活動を⾏っています。 

国際奉仕委員⻑ 
(米山奨学生担当) 

宮原宏一君よりお願い 
上田六文銭ロータリークラ
ブは本年度 20 周年を迎え
ます。米山奨学生特別寄付
のご協⼒をお願いします。 


