
 

 

第 907回例会 2016年 9 月 13日 

   
 
司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       西澤 文登君 
斉  唱  「それでこそロータリー」 
慶  祝 
 
 
 
 
 皆出席     生川秀樹君(10年) 
ラッキー賞 
  提供者 飯島俊勝君 
    『ブータン土産 ペンケース』 
 
 
 
 
 
   山崎 芳雄君  北村 久文君 
会員より 
 ・水野泰雄君 葬儀参列と供花の御礼  
プログラム 
 ・会員卓話  笠原 一洋君 
  『天皇皇后両陛下をお迎えして』   

 
 
 新海誠と「君の名は」       

 西澤文登君 
 一週間の過ぎるのが
本当に速いですね。
年々速くなるような気
がいたします。先週か
らわずか 7日間ですが、
いろいろなことがあり
ました。豊洲の新卸売市場の問題は新展開
です。巨大都市東京が魔物で、小池百合子都
知事がなにやら救世主のように見えてきま
した。トップの姿勢で輝きもし、腐敗もする
のですね。私達も心しなければなりません。
富山市議会の杜撰さ、せこさにも呆れます。
富山市民はどう感じておられるのでしょう。
お察しいたします。 
 パラリンピック開催中で盛んに報道され
ています。皆さん一生懸命で感動的です。あ
の懸命さは障がいをお持ちの方にとって大
きな励みになるでしょうし、障がいがない
人にとっても学ぶところは多いですね。パ
ラリンピックは、報道されていたことです
が、義足や車椅子などの製造技術の向上に
つながる絶好の機会なんだそうです。これ
を機に少しでも良いものが出てくれば素晴
らしいことだと思います。 
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 先日小海町のお客様と話していましたら、
突然「新海誠（しんかい まこと）」という
名前を知っているかと尋ねられました。わ
かりませんでした。アニメの作者なんだそ
うです。彼が製作した「君の名は」という作
品が映画興行ですごいヒットなんだそうで
すね。新海誠さんは小海町の出身で、本名を
新津さんとおっしゃって、新津の新と小海
の海で「新海」ということです。新津組とい
う建設会社が小海町にありますが、そこの
社長の息子さんだそうです。「君の名は」と
いえば、私よりも少し年配の皆さんにはあ
の佐田啓二と岸恵子の映画が懐かしいでし
ょうが、この物語はその映画には全く関係
がないようです。 
 そこで私も興味を持って少し調べて見ま
した。彼は 43歳。とても絵が美しいと評判
です。「ポスト宮崎駿（みやざき はやお）」
の本命とも言われるほどその才能は高く評
価されています。実際の景色を物語の中に
取り入れて登場させるのだそうで、そのア
ニメに映し出された実際の場所を訪れる人
が沢山いらっしゃるようです。それを「聖地
巡礼」というのだそうですが、実際「君の名
は」で飛騨の高山が舞台となっているよう
で、高山を聖地巡礼する人が増えていると
いうことです。 
 もう一つ驚いたことがあります。アニメ
映画「君の名は」は封切された翌週ぐらいか
ら週を過ぎるにしたがって、観客がどんど
ん増えているのだそうです。いわゆる口コ
ミが効果を上げているのですが、若い人達
の SNS 通信で広がっているのだそうです。
確実に新しい時代になりつつあるのですね。 

松澤 一志君 
１．RIより 
 ・最新 RI定款等ダウンロードについて 

 ・財団室 NEWS   9月号 
 ・オンライン研修の 

お知らせ 
２．地区事務所より 
 ・ロータリー全国囲碁 

大会のご案内 
 ・ロータリー財団ニュース 9月号 
３. 桐生赤城 RCより 
 ・現況報告書送付のご挨拶状 
４．AMUより 
 ・異文化理解講演会のご案内  
 ・学習部会のお知らせ 
恵送 
１．桐生赤城 RC・・・現況報告書 
２．上田西 RC様・東御 RC様・桐生赤城 RC

様・・会報 
全会員配布物 
１. 当クラブ会報  第 906号 
その他 
１．次週、９月 20日(火)は例会場が 3F『信

濃の間』に変更です。 
２．次週、9月 20日(火)は、ガバナー補佐

事前訪問、クラブアッセンブリーです 

生川 秀樹君 
 
 
 
 
 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 23 5 - 78.26％ 
前々回 22 5 2 86.36% 

西澤文登君 一週間は短いようで長い様で
短いのでしょうか？本当にい
ろいろなことがあります。 

水野泰雄君 先般は亡き母の葬儀にご会葬
いただき誠にありがとうござ
いました。 

      P.S.パラリンピックの日本代
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表~あのボッチャで銀メダ
ル！おめでとうございます。 

中沢利樹男君 笠原さん卓話楽しみにして
います。ボッチャパラリンピ
ック日本代表銀メダル獲得し
ました。 

宮原宏一君 今日は笠原さんの卓話を楽し
みに出席しました。 

柄澤 堯君 卓話楽しみにしています。 
西澤尚夫君 笠原さんお話を楽しみにして

います。 
山田 豊君 笠原さん、おめでとうござい

ます。 
肥田野秀知君 笠原 一洋君 

鹿志村恭彦君 松澤 一志君 

中澤 信敏君 生川 秀樹君 

田中 栄一君 山崎 芳雄君 

横沢  正君  

 
 

会員卓話 
笠原 一洋君 

 ~天皇皇后両陛下をお迎えして~ 

８月 23日（火）当社笠原工業（株）旧
常田館製糸場に天皇皇后陛下をお迎えいた
しました。 
本来ならば、クラブ会員の皆様を御招き

すべきところでしたが、今回は非公式なご
訪問のため、失礼させていただきました。 

まずはお迎えの準備をしなければなりま
せんが訪問先に迷惑がかからぬよう指示が
なされ、おしぼり、タオル、お茶など清潔を
一番に、新品を求めぬよう、また香りの強い
ものをなるべく避けるため、お花も飾らず、
御休憩所には何か上田をアピールできるも
のを考え、蚕都上田にちなんだ「小石丸」標
本、メカルカヤで作った「温湿度計」「風穴」
写真などを主に展示を行いました。 
当日のスケジュールはご休憩 20分、見学

24 分、お帰りの休憩 20 分ときめられてお
り、例えば車から降りられ挨拶から休憩所
までは１分と決められ、社長が両陛下を先
導、私が別の場所で説明待機予定でしたが、
両陛下は庭園、展示をみて早速ご質問があ
り、急遽私が慌てて駆けつけましたが間に
合わないハプ二ングもありました。 
到着の休憩室では、お煎茶を差し上げる

はずでしたがご休憩も無く、早速見学に入
りました。 
立ち止り、建物外観の説明、歩きながら業

界の歴史のお話を説明し、両陛下は仕事の
こと、従業員の健康の事など、建物の構造な
ど色々ご質問をされお答いたしました。 
ご見学後、お帰りの休憩室では両陛下、社長、
私でお話の機会をいただきました。 
桑の葉のお茶をお出ししました。そのお

茶に大変興味をお持ちいただき、桑の木に
ついても両陛下のお話に花が咲きました。
皇后陛下のお誕生日に天皇陛下が桑の木で
作った針タンスや天蚕まゆのブローチをプ
レゼントされた思い出など話され、とても
楽しそうにされておられたのが大変印象的
でした。 
 時間を忘れての楽しいひと時の御様子で
ございました。 
その時にいただいた和三盆のお土産お裾

分けです。お召し上がりください。 
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国際奉仕委員長(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。 

ガバナー公式訪問について 
 

 10月 4日(火)は、原 拓男ガバナーの公式訪問日です。 
本年度は、上田東ロータリークラブと合同ではなく、当クラブ単独の例
会となります。 
 当日は 12:15集合、上着バッジ着用、会員全員の出席をお願いいたし
ます。なお、遅刻・早退の無きよう御協力をお願いいたします。 
 
 ≪10月４日(火)のスケジュール≫ 
 11:30～12:00 会長・幹事懇談会 
 
 【例会】上田東急 REIホテル 2階 千曲の間 
 12:30  ガバナー・ガバナー補佐ご入場 
      (司会の合図で、起立・拍手でお迎え) 

点 鐘、通常例会 
13:00  ガバナー卓話 
13:30  点 鐘 
     集合写真撮影 
     (司会の合図で、起立・拍手でお送り)  


