
 

 

第 918 回例会 2016年 11月 29 日 

   
 

司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       松澤 一志君 
斉  唱     「手に手つないで」 
委員会報告 
 ・プログラム委員長 中沢利樹男君 

プログラム変更  
 1/13→1/16、1/10例会、1/17休会 
 ・R財団委員長   西澤 尚夫君 
  寄付金報告とお願い 
プログラム   
 会長エレクトの日  生川 秀樹君 

 
 
 
教育関係者の不祥事に思うこと    
              西澤文登君 

 
 今日は 11 月の最
終例会です。今年も
残すところ１か月と
なりました。いよい

よ寒くなり日も短くなります。やり残した
ことが無いように１年を締めくくりたいと、

毎年今頃になると思うのですが、いつもな
かなか思うようには行きません。今年こそ
はと今年も思っております。 
 インフルエンザが流行って来たようです。
予防接種はお済みでしょうか。私もまだで
すので近日中にと思っております。先日車
の中でテレビ放送を聞いていましたら、東
京の有名な雑貨大型店のホームページでの
話をやっていました。公式ツイッターとい
うのがあるのだそうですが、そこである従
業員さんがつぶやいた一言に意見が殺到し
て炎上してしまったというのです。その一
言は「私はインフルエンザの予防接種を受
けたことがありません。今年もメンタルと
勇気で乗り切ろうと思います。」というもの
だったそうです。殺到した意見は「インフル
の怖さを知らない」というものがほとんど
だったそうですが、中には「もうそんなお店
には行きません」というような過激なもの
もあったそうです。私もインフルの経験者
ですが、感染しないように最大限の予防策
を取らなくてはいけません。なってしまっ
たら本当に何もできませんからとにかく拡
散しないように休むことです。 
 このところ学校の先生に不祥事が多いよ
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うです。県や市町村の教育委員会では再発
防止に躍起となっていると思いますが、自
覚を促しただけでは減らないと思います。
もっと抜本から考えないといけません。破
廉恥な行為をしてしまった先生のことを校
長などは口をそろえたように「普段はとて
も真面目で教育熱心な先生です」と言いま
す。では何故そんな真面目な人が考えられ
ないようなことをするのでしょうか？そこ
の所を突き詰めないといけません。 
 私は先生方、特に義務教育の先生方は忙
しすぎると思っています。知人の息子さん
が新任で上田市内の中学校の先生になりま
した。先日お父さんにお話を聞いたのです
が、４月から半年間で夜８時前に帰ってき
たのはわずか３日ぐらいだと言っていまし
た。いつも帰宅は 10 時過ぎだというので
す。また別の若い先生は「学校はブラック企
業ですよ」と言っておられました。特に部活
の顧問になると大変なようです。大体 6 時
半ごろまで部活の指導をして、それからそ
の日の授業の整理、連絡帳に目を通して必
要な書き込みをする、次の日の授業の準備
をする、翌日の朝練に付き合う、やることが
沢山あるんですね。特に若い先生には先輩
からいろいろな仕事を押し付けられるとい
うことも多いようです。ストレスがたまら
ない筈はありません。クラス担任になると
お父さんお母さんからの相談もあります。
やってはいけないことをやっちゃいけませ
ん。しかしストレスがたまらないような抜
本的な改革が必要だと私は思います。 
 
 
 

 
 

 
 

松澤 一志君 

1. RIより 
 ・2016年 12月  1＄=106円 
・アトランタ国際大会のご案内 

2. 米山奨学会より 
 ・10月の寄付金傾向 
 ・第一回『日本 RYLA セミナー』開催の

お知らせと受講生推薦のお願い 
・「第 9回国際ロータリー全国 RYLA研究
会」開催のご案内 

・ロータリー財団寄付金明細表 
3. 上田市防衛協会より 
 ・『第 26回自衛隊ふれあいコンサート in 

上田』ご案内状、ポスター、チケット 
4. UCVより 
 ・UCVを名乗った不審メールにご注意を   
5.  AMUより 
 ・うえだ多文化交流フェスタ 2016 
恵送 
1. 小諸 RC様・小諸浅間 RC様・・・会報 

全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第 917号 
2. 12 月 20 日(火)  家族忘年夜間例会の
ご案内 

3. 1月 16日(月)  6クラブ合同夜間例会
のご案内 
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宮原 宏一君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 23 3 - 86.96％ 
前々回 22 7 3 81.82% 

松澤一志君 生川会長エレクト卓話大変楽
しみです。 

中澤信敏君 生川さん、本日よろしくお願
いします。 

水野泰雄君 生川さん～来年度よろしくお
願いします。 

北村久文君 先日の日テレの番組で「美味
だれやきとり」を放映、直後
当店のネットに注文殺到。ア
マゾンランキング１位になっ
てしまいました。店の通販パ
ンクです。 

飯島俊勝君 インフルエンザの流行の前に
鳥インフルエンザが新潟、青
森で発生しました。気をつけ
ましょう。 

杉山 裕君 先日、戦時中の広島を描いた
アニメ映画「この世界の片隅
に」を観てきました。いい映
画でしたが、長野市でしか観
られません。 

柄澤 堯君 山極勝三郎物語の上映が
12/2(土)まで延長になりまし
た。お見逃しなく！ 

宮原宏一君 寒い日が続きます。体調管理
しましょう。 

 
肥田野秀知君 笠原 一洋君 

中沢利樹男君 西澤 尚夫君 

西澤 文登君 生川 秀樹君 

斉藤惠理子君 田中 栄一君 

山田  豊君 山崎 芳雄君 

横沢  正君  

 
 

 会長エレクトの日 
 
 
 
 
 
 
 

「より楽しいクラブを目指して」 
  生川秀樹君 

次年度会長の重責を担うことになりまし
た生川です。今、我々のクラブは、会員増強
が課題となっていますが、増強のためには、
まずは例会をより楽しいものにする必要が
あると考えています。例会をより楽しくす
るために、会員同士の理解を深めることか
ら始めたいと思っています。本日は、まず私
を知っていただくために、自己紹介をさせ
ていただきます。 
私は、東京オリンピック翌年の昭和 38年

（1963 年）、神奈川県生まれの 53 歳で、
上田市には小学校 4 年生から高校卒業まで
の 8 年半と、現在の会社に転職した 1999
年 10月からの 17 年間の合計 25 年半、人
生のほぼ半分を過ごしています。松本市で



 

 

第 918 回例会 2016年 11月 29 日 

暮らした 3 年半を加えると、人生の半分は
長野県で過ごしています。 
趣味は今風に言えば「街歩き」で、年を取

ってから同じことをすると「徘徊」と言われ
ます。中でも道が入り組んでいる、ごちゃご
ちゃした街が好きです。上田も好きな町の
ひとつで、特に袋町は昭和チックな面影が
あって大好きです。決して女性のいる店で
飲むのが好きなわけではないので誤解の無
いようにお願いします。街歩きをする場合
は、必ず行きと帰りは別の道を行く主義で、
お店も馴染みの店をつくるよりも、一軒で
も多くの店を訪れるタイプで、新しい物好
きで浮気性でもあります。ただし、夫婦関係
のことではありません。街歩きが趣味なの
で、47 都道府県はすべて踏破しています。
訪れた街の数は国内外を含め 200から 300
くらいだと思います。現会長の西澤文登さ
んは、大変歴史にお詳しく、会長卓話でも歴
史のお話を多くしていただいていますが、
自分は地理の方が明るいので、来年度の会
長卓話は、街の紹介を多くしたいと考えて
います。また、機会があれば、親睦行事で会
員の皆さんと、どこかの街を散策できたら
とも思っています。 
何分にも、若輩者でロータリーに関する

知識も不十分ではありますが、皆さんのお
力添えを頂きながら、より楽しいクラブ運
営に努めてま
いりますので、
よろしくお願
いいたします。 
 
 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※ 
～委員会報告～ 

R財団委員長 西澤尚夫君 
 
 
 
 
 

 
 
 
財団月間にちなみ、大勢の皆様に財団
へのご寄付をいただき、ありがとうご
ざいます。 
米山奨学金共々、引き続きご協力をよ
ろしくお願いいたします。 
私たちは、100％ポールハリスフェロ
ークラブを目標にしています。 
※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

例会日を変更します 
1月 13日(金) 新春 6クラブ合同例会 

  → 1月 16日(月)に変更になります。 
1月 10日 例会 
1月 17日 休会 

 

１２月２０日(火)  
年忘れ家族夜間例会の案内状をご家
族様宛てに発送いたしました。 
日頃の感謝を込めて、是非ご家族の
皆さまと一緒に、大勢の参加をお願
いいたします。 
また、ご友人の参加も受け付けてお
りますので、お誘いください。 


