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上田東 RC・上田六文銭 RC 
合同夜間例会 

 
司  会       倉島  博君 

開会点鐘       柳澤  亨君 

斉  唱  「国歌斉唱」「奉仕の理想」 

定時受付 4月４日(火) 

 上田 RC  酒井善雄君  小幡晃大君  

 丸子 RC  小宮山陽一君 

 上田東 RC 倉島和成君 田守正彦君 

 上田西 RC 小池育郷君 

ラッキー賞  

 提供者 上田東 RC様  

 

 

 

 

            水野泰雄君 

 

友愛賞   

 提供者 西澤尚夫君 

 

 

 

 

            西澤文登君 

 

 

上田東 RC                 栁澤 亨様 

 4 月に入り
桜前線が北上
してまいりま
した。このと
ころ寒い日が
続き開花が少
し遅れていま
すが、上田城

千本桜まつりは開催されています。これか
ら満開に向け真田三代の里も観光客と地元
の花見客で賑わう事でしょう。 
 本日は上田六文銭・上田東 RC の合同夜
間例会です。今年度は当クラブが例会の設
営を担当させていただきます。よろしくお
願いいたします。 
 さて、2月 21 日に上田六文銭 RC の創立
20 周年という記念すべき式典が行われま
した。おめでとうございます。当クラブか
らは会長・幹事が式典に出席させていただ
きました。 
 このあと上田六文銭 RC 西澤会長に、20
周年を迎えられたお話をしていただきます
がよろしくお願いします。 
 本日は当クラブの会員も共に、上田六文
銭RCの創立20周年をお祝いしたいと思い
ます。 
 上田六文銭 RC は平成 9年（ 1997 年）に
上田東 RC がスポンサークラブとして創立
しました。式典で西澤会長が「ここまでの
20 年はまさに激動の 20 年でした。一時は
クラブ存立が危ぶまれるような時期もあり
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ましたが、その危機を乗り越え、小粒でも
キラリと光る存在であり続けようと、現在
24 名の会員が日々頑張っています。」と挨
拶をされました。20 周年は人生に例えると
20 歳の成人式です。貴クラブはこれを機に
青年から大人へと飛躍する大事な節目の年
になります。また、創立以来歴代会長を始
めとする会員の皆さまの献身的な活動は、
地域社会の発展に貢献されてきました。そ
して次の 30 年、40 年と奉仕と親睦の歴史
を積み重ねて、地域社会のリーダーとして
更なるご活躍をご期待申し上げますととも
に、会員皆様方の益々のご健勝とご活躍を
心から祈念いたします。これからも両クラ
ブが今まで通りお互いに交流をはかり親睦
を深めてまいりたいと思います。懇親会で
は、両クラブお互いに「一献」交わしなが
ら 20 周年をお祝いましょう。尚、当クラブ
も来年は創立 40 周年を迎えますが、その折
にはお世話になりますがよろしくお願いい
たします。 
 この後の懇親会のアトラクションとして、
元H2Oの赤塩正樹さんのミニライブがあり
ます。赤塩さんは映画「うさぎ追いし〜山
極勝三郎物語」の CD をプロデュースしま
した。今日はその挿入歌を含めて歌ってい
ただく予定です。お楽しみください。 

 

 

 上田東 RC 様と合同例会にあたって 

上田六文銭 RC             西澤文登君 

                

 今宵は上田六
文銭 RC の創立
20 周年を共にお
祝いいただきあ
りがとうござい
ます。お陰さまで
成人式を迎える
ことができまし

た。上田東 RC のメンバーの皆様には、日
ごろ陰になり日向になり支えていただき、
また親しくお付き合いいただいております
こと、厚く御礼申し上げます。 
 平成 9 年 2 月 18 日、上田六文銭 RC は
創立総会を行いました。長野オリンピック
のちょうど 1年前のことです。先日 2月 21

日には創立記念例会と祝賀の会を催し、東
クラブ様からも会長幹事にご足労いただき
ました。その節にはご祝儀の他にお花をい
ただきましてありがとうございました。ま
た先日は美穂が池市民緑地に桜を植樹させ
ていただいたのですが、その節、東クラブ
の後藤さんには大変お世話になりました。
ありがとうございました。 
 山あり谷ありの 20 年でした。創立会員は
32 名。東クラブから 10 名移籍いたしまし
た。内 7 名が現在も在籍しております。初
代会長の山﨑博太さんは腰を悪くされて長
期欠席中ですが、あとの 6 名は元気に第一
線で活動しております。現在の会員数は 24
名です。山あり谷ありと申しましたが、決
して平坦な道ばかりではありませんでした。
3 年近く前に六文銭クラブは創立以来最大
のピンチに陥りました。時の会長エレクト
が突然退会してしまったのです。その後任
の人選で大苦戦いたしまして、結局創立の
時から深く関わっていた私が手を挙げざる
を得ない羽目になってしまいました。出席
免除もお許しいただき、のんびりロータリ
ー人生を楽しもうと思っていたのですが、
状況はガラッと変わりました。今から考え
ると既に数年前からピンチに陥る伏線はあ
ったのですが、その時は不覚にも気がつき
ませんでした。 
 一昨年の 7 月から秋まで「これからどう
するか」をクラブフォーラムという形で、
みんなで話し合いました。一時は解散する
ことも考えました。当然その間は会員増強
活動もストップです。話し合って行くうち
に若手の皆さんも真剣に考えてくれまして、
11 月の初めごろでしたか、「創立 20 年まで
は古手でやってくれ。21 年目からは任せて
くれ。」という力強い言葉をもらうことがで
きました。結局、私が 2 年連続で会長を務
めるというイレギュラーな形になりました
が、若手の皆さんの一言でクラブの行く末
が決まったのです。重い決断をしていただ
いた若手の皆さんに感謝するばかりです。
会員数はその時から増えていませんが、減
ってもいません。増強の努力は継続中です。 
 5カ月にわたって（「クラブをどうするか」
について話し合ったわけですが、一つはっ
きり分かったことがあります。それは「み
んなロータリーが好きなのだ」ということ
です。ロータリーが性に合っているのです。
みんなが好んでいるものをつぶすことはあ
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りません。全員で会員増強に努め、活動を
盛り上げて行くことが私達の目指す方向で
す。 
 今年度は創立 20 周年記念の年というこ
とで記念事業をいくつか行っております。
テーマを「共に生きる！」とし、このテー
マに沿った企画を実施しております。今、
世界はこのテーマとは逆の風が吹きつつあ
るように感じます。私は「ロータリーは社
会の良心である。」と思っております。こん
な時だからこそ社会の良心であるロータリ
ーの考えが必要だと思うのです。「共に生き
る！」のテーマに沿った記念事業の締めく
くりとして来たる 6 月 25 日に講演会を実
施いたします。講師は京都大学学長の山極
寿一様にお願いいたしました。ゴリラの生
態研究では日本の第一人者であり、聞くと
ころによると山極勝三郎博士とは遠縁の方
だそうです。お忙しい方ですのでなかなか
日程が難しかったのですが、記念事業実行
委員長の飯島俊勝さんが熱心に働きかけ、
ようやくイエスの回答をいただきました。
会場は上田市文化会館です。これから情宣
活動に入りますが、その節は皆様ぜひご参
加ください。 
 上田東 RC は私どもの親クラブです。来
年は創立 40 周年を迎えられます。ますます
のご発展を願うものです。これからもよろ
しくお願い申し上げます。 
 

 
 
 
 

 

松澤 一志君 
1. RI より 
 ・（「母子の健康月間」リソースのご案内 
2. 米山奨学会より 
（・米山梅吉記念館 館報 2017 年 春号 
3. 地区事務所より 
 ・ロータリー財団 ニュース ４月号 
4. 長野西ロータリークラブ様より 
 ・創立 30 周年記念誌のご案内 
5.（ＡＭＵより 
 ・（「さくらの会」イベントのお知らせ 
 

恵送 

1.（東御 RC 様・・・・会報 

全会員配布物 

1.（当クラブ会報  第 932 号 
2.（ロータリーの友  ４月号 
3.（月信       ４月号 

その他 

1.（次週例会４月１１日(火)上田六文銭 RC
は早朝例会です。朝７時、海禅寺様にお
集まりください。 

 
 
 
 
 

生川 秀樹君 

 ベース 欠席 メイク 出（席（率 

本 日 22 7 - 68.18％ 

前々回 22 2 0 90.90 

上田東 RC 様 

会長エレクト 

小林正人様 来期はお世話になります。よ

ろしくお願いします。 

後藤正直様 ２０周年の記念植樹ではお世

話になりました。天気がよく

てよかったですね。 

西澤尚夫君 西入さんとゴルフしました。

昼夜合同です。よろしく。 

笠原一洋君 上田東様、お世話になります。 

田中栄一君 東クラブとの年一回の夜間例

会楽しみにしています。 

柄澤 堯君 夜間例会久し振りです。 

 

西澤 文登君 松澤 一志君 

水野 泰雄君 中沢利樹男君 

生川 秀樹君 杉山  裕君 

山崎 芳雄君  
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ライブ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～アトラクション 元 H2O 赤塩正樹様 ミニライブ～ 


