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第1226回例会 2012年 (平成24年) 11月16日 (金)

第1227回例会 2012年 (平成24年) 11月25日 (日) I・M､ 会員セミナー

第1228回例会 2012年 (平成24年) 12月 7日 (金) 年末家族会

奉仕を通じて平和を Peace through Service

会長挨拶 ｢瓦の話｣ 竹村利之副会長
青木会長はいつも美味しく

やわらかい話をされますが､
私は仕事柄かたい話をします｡
古くは長野では善光寺瓦が若
槻の上野で､ 平安時代の住居
跡から発掘されました｡ これ
は大変稀な例で､ 一般の住宅

の建物は草葺屋根､ 建物の形式も塩尻平出遺跡や
登呂遺跡等で見られる竪穴式住宅で10m程の楕円
形の建物でした｡ それでは一体長野ではいつの時
代から瓦屋根 (桟瓦) が使われたかと申しますと､
松代藩真田邸等に寛政年間 (223年前) とされて
います｡ 大変高価なものでしたから一般の住宅で
は明治後半～大正時代頃からです｡ 法隆寺や東大
寺に使われている本瓦に代わり､ 現在使われてい
る桟瓦は江戸初期の延宝２年 (338年前) に軽く
て手間のかからない瓦を西村半兵衛が考案し三井
寺 (大津) に使っています｡ 松代の海津城 (武田
信玄・山本勘助) が建てられた時はまだ柿葺で､
瓦は使われていませんでした｡ その後､ 軒裏･壁･
建具すべてを部厚い土を塗りその仕上に漆喰を塗っ
た 『土蔵造』 と呼ばれる本格的な 『耐火建築』 が
誕生しました｡ 次に屋根を桟瓦葺､ ２階正面のみ
を土塗壁として漆喰を塗り､ １階及び側面を木造
にしたものが 『塗屋造り』 と呼ばれ､ いわば簡易
耐火建築物として江戸の町屋で普及しました｡ 江
戸時代以後耐火建築が生まれ､ 都市や町は一変し､
瓦が町の発達に重要な役割を持っていることを紹
介しました｡

幹事報告 轟 修平副幹事
＊第5回 クラブ協議会報告

・25日IM会員セミナー 長野RCホスト12：30 ～

・振替のため30日の例会はなし｡

・野村森委員の野々海高原下見写真は掲示板に｡

・1月25日創立記念例会｡ 18：30～於：ます栄

・HP削除につき新たにレンタルサーバーにて立ち

上げることとする｡ 担当は中野さん (双真) 依頼｡

会報作成についても今まで事務局にてやっていた

が双真さんと打ち合わせの上作成を依頼する｡

出席・ニコＢＯＸ報告 瀧澤 聡例会運営委員

11/16 (会員59名) 出席32名 前々回修正出席率88.7％

ゲスト 北村明彦さん (長野RC 直前会長)

(株) パネックス 代表取締役社長

・清水光朗さん・竹内喜宜さん☆北村明彦さん､
歓迎です｡ 本日の卓話よろしくお願いします｡

・若麻績信昭さん☆北村さんようこそ｡ 映画の熱
い話しを楽しみにしています｡ ☆祝！巨人軍！！

交流戦・リーグ戦・日本シリーズ・アジア戦全

て優勝！４月の頃は心配しました｡

・北村明彦さん☆卓話謝礼をニコニコBOXへ投
入頂きました｡ ありがとうございました｡

・合 計 21,500円 ・累 計 331,064円

12／14 本日のプログラム

会員卓話 高井新太郎さん



書き損じハガキ回収について池田国際奉仕委員長

世界寺子屋運動は｢すべての子供たちに教育を｣

をスローガンの基に教育の機会を持たない子供た

ちに教育の場を与えようと世界にさきがけて日本

から始まった運動です｡ この資金を収集する重要

な活動が ｢募金活動｣ であり ｢書き損じハガキ回

収｣ です｡ 年賀状の書き損じの葉書等お持ち下さ

い｡ 80円切手に交換の上日本ユネスコ協会連盟へ

送付します｡

講師紹介 清水光朗プログラム委員長

本日は私の同級生シリーズ

第2段です｡ 北村君とは高校

で同学年でして､ 私が日大芸

術学部文芸学科に入ったとこ

ろ一年先輩の映画学科に北村

君はいました｡ 卒業後は､ 長

野にてお父さんのガラス屋を継承されました｡ 私

も長野に戻りまして高校時代のような付合いをさ

せて頂いています｡ 本日は映画の話をたっぷりお

聞きしたいと思います｡

ゲ ス ト 卓 話 北 村 明 彦 さ ん

｢映画の話｣

本日の卓話は当クラブの清水さんの高校の同級

生で､ 日大芸術学部映画学科・監督科卒の北村さ

んです｡ Ｓ45年､ マンガ ｢あしたのジョー｣ の敵

役・力石の葬式が講談社本社で行われ､ 高校生の

北村さんは密に上京､ わずか200人位の参加者に

加わっていた話しから始まり､ 私共には到底知り

得ないお話しをして戴きました｡

先日≪上羽 秀 (うえばひで) ｢おそめ｣ のマ

ダム死去≫の訃報が新聞にあったので､ 今日の卓

話にされたそうで､ その波乱に満ちた人生をお聞

きして､ 驚きの連続でした｡ 貧しい母子家庭から

花柳界に入り､ 大変な人気を得て大財閥の2号に

なるが､ 悪い男に情が移り､ 京都の小さなお店

｢おそめ｣ を始めます｡ 川端康成などの支援でS30

年に銀座に出店｡ その挨拶文は大歌人・吉井勇が

書き､ るみこママの ｢エスポアール｣ と2大クラ

ブの時代を築きます｡

常連客となる事が一

流・著名人の証とま

で言われました｡ る

みこママの愛人は､

東北電力会長で未だ

50代の､ あの白洲次郎｡

白洲が ｢おそめ｣ へ通い始めて銀座戦争に火

が付き､ それをネタに川口松太郎が ｢夜の蝶｣ を

書き､ 山本富士子､ 京マチ子で映画化されて評判

を呼びます｡ 悪い男には家庭が在り､ 正妻や実子

の生活費まで秀ママに出させますが､ ある時､ 東

映社長・大川博に頼まれ､ 巨人軍・水原監督や俳

優・鶴田浩次の移籍を成功させます｡ 信任を得て､

東映に入り高倉健などのヤクザ映画を大ヒットさ

せたこの男が､ 大プロデューサーと呼ばれた俊藤

浩滋｡ 正妻の娘は大スター藤純子｡ 現在､ 尾上菊

五郎の妻・富司純子｡ その娘は女優・寺島しのぶ｡

秀ママは70歳過ぎて晴れて正妻となったそうです｡

見事な女一代記のお話しでした｡

北村明彦さん・会報当番：斎藤 泉

北信第1グループIM・会員セミナー開催
11月25日 会場：ホテルメトロポリタン長野

菊池栄助ガバナー補佐・長野RCホスト

当クラブ出席者

17名

宮坂直孝さん講演

｢真澄の世界戦略｣

長野西ＲＣホームページをリニューアルしました http://nagano-west-rc.myserver.ne.jｐ



第 1228 回例会　年　末　家　族　会
2012年12月7日（金）18：30～　於　長野ホテル犀北館　会員37名　ご家族・ゲスト72名

青木会長　挨拶
　本日は大勢の皆さんにご出席いただきありがとうございます。109名の出席で、この数は竹内会長、青木宏会員家族
委員長の時の111名に続く歴代二位だそうです。これも粕尾委員長をはじめとする会員家族委員会メンバーの皆さんの
お力の賜物だと感謝しております。余興は、県短ウィンドオーケストラの演奏、またお楽しみ抽選会はメンバーの商品
を数多く取り揃えていただきました。
　会長の任期はあと半年以上ありますが、もう90％終わったような気がしております。一番大変なのは幹事、委員長を
どう選ぶかです。幹事は女房役、今回は幹事が途中で変わり、轟幹事にお願いしておりますが、まるで再婚のようなも

のです。委員長で大変なのはクラブ会報委員長、それに続いてプログラム、会員家族、例会運営の各委員長です。これさえ上手い人選が出来
れば心配要りません。おかげさまで今回は素晴らしい委員長に恵まれましたので感謝しております。また毎週の会長挨拶にも悩みましたが、
毎回全国のみそ料理の話をしております。テーマさえ決まればあとは何とかなります。美味しい料理を目の前にして会長挨拶は短めにさせて
いただきます。

18：30～18：35 
 司　会：粕尾正康会員家族委員長
 挨　拶：青木茂人会長
 乾　杯：竜野晃一第10代会長

19：00～19：20　　お楽しみ抽選会

乾杯
竜野第10代・11代会長

みんなで乾杯！

只今からお楽しみ抽選会始めます

景品は会員さんから
のものを中心に
揃えました

景品は会員さんから
のものを中心に
揃えました

こんなん当たり！ましたこんなん当たり！ました

はいどうぞ・・はいどうぞ・・

浪江の今野さんようこそ浪江の今野さんようこそ

僕はこれ頂きました僕はこれ頂きました

食べて飲んで聴いて、もらって　お腹いっぱい食べて飲んで聴いて、もらって　お腹いっぱい

大きな箱なんだろう？
大きな箱なんだろう？



20：40　締　め　フェアエル～きよしこの夜～

山本さん指揮による県短ウィンドオーケストラの演奏のはじまり

社歌を山本さんに作ってもらいました

孫達こんなに大きくなりました
貧しい子たちの為にヨロシクです貧しい子たちの為にヨロシクです

サンタのプレゼントは何かな・・サンタのプレゼントは何かな・・ ネコバスにてさようなら・・また来年ねネコバスにてさようなら・・また来年ね

振ってみてどうだったぁ？振ってみてどうだったぁ？

周さんも初指揮に挑戦周さんも初指揮に挑戦中締めは井上会長エレクト中締めは井上会長エレクト

なかなか堂にいってますな～なかなか堂にいってますな～

おじさん入れちゃうよ
おじさん入れちゃうよ

12月21日 会員卓話 八木益実さん 　　12月28日・1月4 日 休会 　　1月11日 新年初例会

例 会 案 内

★企画運営：粕尾会員家族委員長・小池副委員長・伊東・小林・八木委員　写真撮影・提供：青木　宏会報委員★

19：45～20：35
 長野県短期大学ウィンドオーケストラによる演奏
 指　　揮：山本博昭会員　顧　問：加藤麻樹会員
 演奏協力：関　幸博会員

皆さん
県短ウィンドオーケストラの
演奏をお楽しみくださ～い

ますます腕前が上がってきてますねますます腕前が上がってきてますね 関さんも演奏協力ステキ！関さんも演奏協力ステキ！


