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長野西ロータリークラブ

会長／池田 修平 幹事／中野 欣哉 クラブ会報委員長／青木 宏

SAA／小山浩太郎 副 SAA／若麻績信昭

会長挨拶 池田修平会長

塚田まゆりさん､ ようこそ長野西ロータリーク

ラブへ｡ 最近は本業の方でもますますご活躍され､

テレビや新聞によく出ていらっしゃいますね｡

先週の建設投資の話の続きで住宅の建設につい

てお話をさせていただきます｡ 昨年度住宅建設費

は､ 16.4兆円で戸数は98.7万戸です｡ 一戸あたり

約2,000万円とすると､ この中には建築と思われ

ていない日本の大企業が関わっています｡ たとえ

ば､ 日立､ 三菱､ 東芝､ パナソニック､ などの会

社が何らかの形で関与しています｡ 住宅建設はそ

れだけ経済に及ぼす影響が大きいのです｡ また住

宅ができるとそれ以外でも家電製品や､ 寝具等ほ

かの製品の購入が行われ波及効果が大きい産業で

もあります｡ 次回はこの続きをお話します｡

幹事報告 中野欣哉幹事

以前､ 塚田さんに西クラブへの入会をお誘いし

たのですが､ 断られてしまいました｡ 今日は皆さ

んからも､ 是非当クラブ入会をお勧めしてくださ

い｡

＊第３回クラブ協議会報告｡

・10月25日に森林 (もり) 例会を開催しますが出

席者数が足りない状況です｡ 今年は地区補助金

の申請をしましてそれが通りましたので､ 数年

間､ 作業をできていないこともあり､ 森林 (も

り) 整備に力を入れたいと思います｡ 県短ウィ

ンドオーケストラの皆さんにもご協力いただき

ますし､ まずメンバーの皆さんに大勢出席して

いただきたく､ よろしくお願いします｡

(同じく村田秀雄森林 (もり) 委員長より)

・次週10月３日 例会場：２階 弥生の間｡

出席・ニコＢＯＸ報告 滝澤 功例会運営委員

９/26 (会員55名) 出席36名前々回修正出席率80.85％

ゲスト 塚田まゆりさん

(白鳥バレエ学園ダンススタジオブロードウエイ主宰)

・青木茂人さん☆歓迎｡ 塚田まゆりさん｡ 娘がお

世話になりました｡

・井上明彦さん☆秋深し｡ 栗ごはん・キノコ御飯・

茗荷ごはん etc 楽しんでいます｡

・小池裕孝さん☆ご無沙汰しています｡ 塚田まゆ

りさんを歓迎します！

・若麻績信昭さん☆歓迎！！塚田まゆりさん｡

第1310回例会 2014年 (平成26年) ９月26日 (金)

ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY

10／３ 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 八 田 慎 蔵 さ ん

シリーズ ｢松代学 第�章｣ ①

真田幸弘６代藩主と恩田木工について

(｢日暮硯｣ にみる松代藩の救世主)

例 会 案 内

10月10日� 職場例会

10月12日� 秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親

10月19日� 地区大会 ＊17日� 例会なし



・小山浩太郎さん☆まゆりさん､ ようこそ西ロー

タリークラブへ｡ 先日は白鳥バレエ学園創立50

年おめでとうございました｡ 本日の卓話を楽し

みにしています｡

・福澤 寛さん☆事務局西澤さんお誕生日おめで

とうございます｡ 今日は一段とお綺麗ですね！

・青木 宏さん☆ようこそ塚田先生｡ 二山君本当

に素晴らしい活躍ですね｡ これも信念あるご指

導の賜物ですね｡ 白鳥バレエのますますのご発

展､ ご活躍をお祈りしています｡

・合 計 21,500円 ・累 計 246,909円

講師紹介 小池裕孝さん

塚田さんは､ 中学で隣のクラ

スでしてその当時から活躍され

ていました｡ 青年会議所でもご

一緒させていただきました｡

信州大学経済学部大学院を卒

業後､ ニューヨークハンターカ

レッジに入学されました｡ 現在

は白鳥バレエ学園教師､ ダンススタジオブロード

ウエイ主宰､ 清泉大学､ 短大の講師をされまた多

方面でご活躍されています｡

ゲスト卓話 塚 田 ま ゆ り さ ん

｢長野から世界へ｣

母親の影響で､ バレエレッスンを始めて､ 長野

から上京し､ その後､ ニュ―ヨークに２年間､ 東

京で新ミュージカルの役者として出演していまし

たが､ 長野に帰ってきました｡ 今は白鳥学園バレ

エスタジオでフィットネス関連に携わっています｡

バレエやジャズダンスは芸術で他人が見るもので

あり､ フィットネスは万人が健康になりたいと行

うもので､ 違いがあります｡

学園の二山治雄君が､ 今年の２月にローザンヌ

国際バレエコンクールで１位になり日本中の話題

になりました｡ 白鳥バレエでは20回目位の出場で､

過去入賞はありましたが､ １位は初めてでたいへ

ん嬉しかったです｡ 二山君は柔らかい身体と跳躍

力が優れているといわれていますが､ 自分と向き

合う精神力や常に感謝の気持ちを持ち続けている

心の強さがあります｡ 深夜までのレッスン､ 朝早

く松本の高校に通学し頑張り屋です｡ 裏話として

今回のコンクールの１日目は調

子が悪かったそうですが､ ２日

目の演技の前に､ 自分で出来る

ことをやるという強い気持ちで

吹っ切れたそうです｡ その後４

月にニューヨークコンクールで

も１位になり､ 現在は､ サンフ

ランシスコのバレエスクールに通っています｡ 今

後の活躍を期待するとともに成長を見守って行き

たいと思います｡ 他にも学園出身者の有望なダン

サーが数多く活躍しております｡

長野から世界へ発信は､ 新幹線延伸を契機に､

長野を売り込むチャンスです｡ 長野市のバイブル

を形にしたいと思い､ 長野市や商工会議所そして

善光寺さんの協力を得て ｢長野市検定｣ を始めま

した｡ 第１回目の検定には700人がチャレンジし

ました｡ 今年の12月に第２回目の開催です｡ 検定

合格者を対象に､ 今後の観光ボランティアガイド

になる人を応募する予定にしています｡ どうぞ､

皆様も挑戦してみてください｡

長野と言えば善光寺さんです｡ 子供さんにも善

光寺縁起がわかるように昨年３月に､ バレエ劇の

｢如是姫物語｣ を書き上げ上演しました｡ 二山君

も出演していました｡ 会場超満員の大盛況でした｡

今後も長野に関連するものを上演していきたい｡

最後に､ 簡単なフィットネスを行います｡ 老化

は､ バランス感覚を失うことにあります｡ バラン

ス感覚に注意して無理せずゆっくり行ってくださ

い｡
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