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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       西澤 文登君 
斉  唱    「上田六文銭 RC の歌」 
ビジター 
RI 第 2600 地区 東信第二グループ 
次年度ガバナー補佐  山田  裕様 
 
上田西 RC  
井出 正義様 
 
 

一言ご挨拶いただきました。 
 

プログラム   
・次年度ガバナー補佐 山田裕様ご挨拶 
・クラブアッセンブリー 

 
 
 
 赤松小三郎学習のすすめ       

西澤文登君 

 今日は次年度東信第
２グループガバナー補
佐の山田 裕様がご挨
拶にお見えです。ご苦労
さまでございます。 

 ２年にわたり会長職を及ばずながらも務
めてまいりました。会長にはいくつかの特
権があります。その最たるものが、例会の
度に会長挨拶としてお話をする機会を作っ
ていただいていることです。下手な話でも
否応なく会員の皆様に聞いていただけると
いうことは話す側にとってはありがたいこ
とです。折角の機会ですから話の内容も推
敲して、まとまったお話ができるように準
備すべきですが、なかなかそうもいきませ
んでした。私に与えられた特権を行使でき
る機会もあと数回になりました。今になっ
てもっと準備に時間をかけるべきだったと
反省しております。 
 私は歴史が好きですので必然その話が多
くなりましたが、中でも赤松小三郎に触れ
たものが多かったと思います。非常に魅力
的な人物ですので、赤松研究家は近年増え
ていますが、過去にはそう何人も居たわけ
ではありません。今でも日本歴史事典や百
科事典にその名は出てきません。まさに歴
史の陰に葬り去られようとしていた人物と
言っても過言ではないと思います。明治大
正期に評論家で信濃毎日新聞の主筆だった
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山路愛山が 「信州の偉人」として明治 30 年
代に取り上げていますが、赤松の業績を中
心に最初に一冊の本にまとめたのは昭和
14 年出版の柴崎新一氏の 「赤松小三郎先生」
です。柴崎氏は殿城村の村長を務め、後に
上田市の助役となりますが、郷土史家とし
て素晴らしい研究をされた方です。中でも
「赤松小三郎先生」は出色の仕事だと思い
ます。 
 戦後になって赤松研究に取り組まれたの
が、先日お亡くなりになった伊東邦夫先生
です。先日会長挨拶で伊東先生の追悼を述
べましたが、先生が上田に立ち上げていた
だいた研究会はこれからも赤松小三郎顕彰
会として活動を続けて行くことでしょう。
顕彰会が出した「赤松小三郎実録」は赤松
研究の大きな成果でした。近年江宮隆之氏
は赤松を題材に「龍馬の影 悲劇の志士赤
松小三郎」という歴史小説を出版されまし
た。桐野作人氏は新史料を発掘して、赤松
建白書は徳川幕府本体にも提出されていた
という事実を昨年発表して話題になりまし
た。東京でも上田高校関東同窓会が赤松小
三郎研究会を立ち上げ、研究を続けていま
す。その会員でもあります拓殖大学准教授
の関 良基氏はこのほど「赤松小三郎とも
う一つの明治維新」を出版されました。彼
の講演から私は幕末に議会政治を提唱した
人は何人かいるが、普通選挙に基づく民主
議会政治に言及しているのは唯一赤松小三
郎だけだという事実を知り正直驚きました。
私もまだまだ勉強不足です。赤松は偏狭と
もいうべき政治家に疑われ、手先のテロリ

ストの凶刃に倒れますが、関氏はその著書
で述べられているように、赤松小三郎はな
ぜ歴史から消されていたのかを解明してい
くことが現代という時代の閉塞状況を打開
することにつながるのだと私も思います。 
 今年は大政奉還から 150 年になるそうで
す。京都市が中心になって「大政奉還 150
周年記念プロジェクト」が行われています。
そのホームページに明治維新に関係した都
市として上田市がリンクされ、赤松小三郎
が取り上げられています。皆様もぜひご覧
ください。 

 
 
 

             
松澤 一志君 

 
1. 米山奨学会より 

・ハイライトよねやま  ２０６号 
2. 地区事務所より 
 ・第２７回日本ロータリー親睦ゴルフ大

会のご案内 
3. ボーイスカウト上田第５団様より 
 ・団委員長交代のお知らせ  

宮下貞夫様→出田行徳様 
4. 土浦南 RC 稲本修一様より 
 ・ 「ひろくんに心臓移植を」募金御礼    
5. ㈱タツノ様より 
 ・新社屋でのセミナー等のご案内 
恵送 
1. 上田 RC 様・・・会報  
全会員配布物 
1. 当クラブ会報 第 937 号 
その他 
1. 本日例会後、新旧合同理事会です。 
2. 次週 5/23(火)米山奨学生陳海栄君例会

初出席です。 
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生川 秀樹君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 21 3 - 85.71％ 
前々回 19 4 1 84.21% 

次年度ガバナー補佐山田様よりニコニコ
BOX をいただきました。 
 
東信第二グルーブ 
次年度ガバナー補佐 山田 裕様 

 よろしくお願いいたします。 
西澤文登君 次年度ガバナー補佐 山田 裕

様ようこそお越し下さいまし
た。大変ご苦労様です 

生川秀樹君 山田次期ガバナー補佐ようこ
そ六文銭 RC へ。 
今後よろしくご指導お願いい
たします。 

杉山 裕君 次年度ガバナー補佐 山田裕
様ようこそ。 

大久保昌宏君 本日 2 回目になります。 
今後共よろしくお願いします。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 
柄澤  堯君 松澤 一志君 
水野 泰雄君 中澤 信敏君 
中沢利樹男君 山田  豊君 
山崎 芳雄君  

 

 
 
RI 第 2600 地区東信第二グループ 
次年度ガバナー補佐 山田 裕様ご挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上田六文銭 RC の皆さんこんにちは。次期
東信第二グループのガバナー補佐の山田で
ございます。11 月に任命を受けまして、次
期ガバナー補佐研修セミナーを受け、今日
に至りました。東信第二グループでは 4 月
20 日に新旧会長 ・幹事引継ぎ会を行い、そ
の中で次期行事ならび協議につきましてグ
ループの中での協議を行いました。当グル
ープは非常にまとまりが良いと感じました。
上田六文銭 RC のガバナー訪問は 10 月 18
日上田東 RC と合同で行います。よろしく
お願いいたします。また、10 月 3 日にガバ
ナー補佐事前訪問をさせていただきます。
本日は就任のご挨拶をさせていただきます。
未熟者ですが 1 年間よろしくお願いいたし

ます。上田六文銭 RC のますますのご発展
を祈り、挨拶にさせていただきます。 
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クラブアッセンブリー新旧合同引継ぎ会 
(1) 

2016-17 年度役員 ・委員の皆様に今年度の 

活動状況、反省点、次年度への引継ぎ等に
ついて発表をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会運営部長・S.A.A・会報委員長 
中澤 信敏君 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ強化部長・会員増強委員長 
山崎 芳雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 
プログラム委員長 
中沢 利樹男君 

 

 

 

 

 

 

 
広報情報委員長・会計 

横沢  正君 

            

 

 

 

 

 

 
職業奉仕委員長 
杉山  裕君 


