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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」 
ゲスト 
 上田市健康こども未来部 健康推進課 
    課  長  石井 正俊様 
    課長補佐  中山 勇次様 
ラッキー賞 
  提供者       生川 秀樹君 
          中沢利樹男君 
            
          女性会員限定  
          斉藤惠理子君 
 
       
委員会報告 
 ・20 周年記念事業実行委員会 
  ワイヤレスアンプセット贈呈式 
プログラム   
  ・会員卓話  宮澤 広一君 

雪国の皆さんから学んだこと     
              西澤文登君 
 いよいよ 3 月も中旬となりました。毎年
のことですが、ロータリーの行事は上半期
に多い傾向がありますので、下半期は日が

経つにつれ次年度の準備へとウェイトが移
って行きます。次年度の役員の皆さんの気
合が日に日に高まってくる
のが感じられるのが今頃な
のです。これでいいと思い
ます。これが 100 年以上続
いてきたロータリーの伝統
なのだと思います。 
 先週、地域の歴史を一緒に学習している
仲間で栄村と新潟県の十日町市に研修に行
って参りました。いつもはもっと南の方に
行くのですが、今年はあえて雪国へ行って
その生活を学ぼうという試みでした。この
ところだいぶ暖かくなったので雪はかなり
融けていましたが、それでも景色が違いま
した。田畑や森は綿帽子に包まれた一面の
銀世界です。 
 栄村は 6 年前の東日本大震災の翌日に震
度 6 弱という災害に遭って、被害を受けた
所です。時間が無くて被災した所には行け
なかったのですが、災害から立ち上がろう
としている住民の皆さんの意気込みが感じ
取れました。昔の分校の校舎が民俗資料館
になっていて、そこを見学したのですが、
手書き様の観光パンフレットが目を引きま
した。栄村小学校に通う小学校 4 年生が、
村の名所を鉛筆とクレヨンで紹介した物を
カラーコピーしてあるのです。たどたどし
い文字でそこの特長が述べられているので
すが、自分たちの住んでいる所への愛情が
感じ取れ、胸が熱くなりました。素晴らし
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いアイデアだと思います。 
 十日町へ向かうバスの中で、長岡に赴任
して 10 年ほど暮らしたという方のお話を
聴きました。とにかく冬の雪には苦しめら
れたそうです。除雪の方法も改良され、主
要な道路には地下水による融雪装置が付い
ていますが、それが十分でなかった時代の
ことです。除雪しきれなくなると道路は雪
が踏み固められ、そこを歩くのだそうです。
日に日に道路が高くなり、とうとう電線を
またいで通行するようになるのだというの
です。信じられないような話ですが、十日
町博物館にそれを裏付ける写真がありまし
た。一冬の降雪量を積算すると何と 21 メー
トルにもなるそうです。いかに雪のハンデ
ィが大きいかということです。我々は恵ま
れていると思いました。でも雪国の方は雪
をハンディと思わず、雪と共にしっかり生
きているのだということを実感いたしまし
た。かえって雪の多いことを楽しんでいる
ようにさえ感じたのです。 
 WBC（ワールド・ベースボール・クラシ
ック）のサムライ日本チームが頑張ってい
ます。我々を元気づけてくれます。ガンバ
レ日本！ 

中沢利樹男君 
1. RI より 
 ・ 「水と衛生月間」 

リソースのご案内 
2.米山奨学会より 
 ・ハイライトよねやま 204 号 
3.地区事務所より 
 ・ 「ROTARY 広報誌」送付のご案内 
 ・ロータリー財団ニュース 3 月号 
4. ＡＭＵより 
 ・イベント開催のお知らせ  
5. ㈱タツノより 
 ・事務所移転のお知らせ 
6. 元事務局池田元子様より 式典のお礼 
恵送 
1. 上田 RC 様・・・会報 

全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第 929 号 
その他 
1. 本日アルペジオにて 18:30～新旧合同

理事会、19:00～鹿志村君送別会です。 

生川 秀樹君 
 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日 20 6 - 70.00％ 
前々回 23 3 1 91.30% 

西澤文登君 上田市健康推進課、石井課長、
中山課長補佐お忙しいところ
ありがとうございます。 

柄澤 堯君 上田市健康推進課石井様、中
山様。贈呈式に御出席有難う
ございます。 

杉山 裕君 上田市健康みらい部 石井様、
中山様 ようこそ 

飯島俊勝君 防災ヘリの事故心が痛みます。
上田出身の「甲田さん」保育
園の卒園生でした。残念です。 

宮澤広一君 ろくな卓話できませんが、よ
ろしくお願いします。 

中澤信敏君 宮澤さん、卓話よろしくお願
いします。 

北村久文君 宮澤さん、よろしく。 
田中栄一君 宮澤様の卓話楽しみにしてい

ます。 
鹿志村恭彦君 宮澤さん卓話楽しみにして

います。送別頂けることに感
謝です。 

山崎芳雄君 鹿志村さん今夜はよろしくお
願いします。 

中沢利樹男君 鹿志村さん新天地でも頑張
ってください。 

宮原宏一君 鹿志村さん体に気をつけて頑
張ってください。 

水野泰雄君 雨が少し降ってきました。春
が近づいてきました♪ 

生川秀樹君 週末上田市の姉妹都市の豊岡
市にある出石と城崎温泉に行
って来ました。 
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会員卓話     
 
 
 
 
 
 

宮澤 広一君 
～台湾について～ 

日本を愛してくれる台湾人 
 
台湾の基礎知識 
広さ：約 36,000 ㎢  
九州：40,000 ㎢ 
人口：約 2,350 万人 
人口密度：約 650 人／㎢ 
世界 8 位（日本は 24 位） 
首都：台北 
 
台湾の近代の歴史 
1895 年 日清戦争の後、日本に併合 

日本の統治下で様々なインフラ
整備、教育制度が発達 

1945 年 太平洋戦争の後、中華民国 （蒋介
石が総統）に返還 

1947 年 2.28 事件 
台湾の民衆 （本省人）が蒋介石の
率いる国民党の圧政に耐えかね
て暴動 
→日本時代の方が良かったと思
う台湾人（本省人） 

1949 年 台頭してきた中国共産党に追わ
れて首都を台北に移す。 
～1995 年 国民党の支配が続く 

1996 年 李登輝により一党独裁体制が終
わる 

 
 

現在も使われている日本時代の建物 
 
総統府 
台湾大学校舎 
旧日本帝国大学 
台湾大学病院 
迎賓館 
駅舎 
台中駅 
 
 
 
 
 
宮澤会員が台湾でやっていること 
合弁会社を立ち上げ、日本式在来木造住宅
の建設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合弁会社を立ち上げ、マンション等の内装
リフォーム（和風） 
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20周年記念事業 
健康幸せづくりプロジェクトを応援 

(上田市健康推進課) 
ワイヤレスアンプ、マイクセット 

贈呈式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上田市健康こども未来部 健康推進課 
    課  長  石井 正俊様 
    課長補佐  中山 勇次様 
例会にお越しいただき、贈呈式をおこない
ました。 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
石井正俊課長様よりお礼のご挨拶をいただ
きました。 
 
 
 
 
 
 

ワイヤレスアンプ、マイクセット 2 式 

 
 

 鹿志村君ご栄転おめでとう 
  送別会 

３月１４日(火)アルペジオにて 
鹿志村君の送別会を行いました。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


