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会長挨拶 池田修平会長

先週は､ 建築の費用についてお話しましたが､

今日は建築工事費以外の費用についてお話させて

いただきます｡ 建物を建てる前にはお祓いをしま

すが､ 神主さんに御礼として１万円支払い､ お供

え物を用意します｡ 建物を組み上げる時を上棟と

言いますが､ この時には大工の棟梁には１万円､

手伝いの３名から４名には５千円ずつ支払うのが

習わしです｡ そして建物が出来上がりますと竣工

祝いを行いますが､ 住宅の時は身内で行うことが

多いようです｡ また建築の前には地盤調査が義務

付けられていて簡易な調査としてスエーデン式サ

ウンディング試験を行います｡ これが３万円から

５万円位です｡ それから今は住宅の施工時には､

建築会社は住宅瑕疵担保責任保険に加入が必要で

す｡ そうでないと建築費を供託しないといけませ

んので入ります｡ 昔は地盤調査の必要がなかった

のが地盤沈下など不良工事などに対処することや､

建築会社の倒産などにも発注者に迷惑をかけない

工夫だと思います｡ これにも３万円から20万円ま

で業者が払うので建築のコストになっています｡

幹事報告 中野欣哉幹事

・７日長野市内６RC幹事会親睦ゴルフ打合わせ｡

・2014～15年度 地区補助金を利用して ｢市民と

共に憩うロータリーの森林 (もり) 事業｣ 報告

書が受理された｡ 事業費合計：510,949円

地区補助金：234,192円 クラブ支出額：276,757円

４月のお祝い おめでとうございます

＜会員誕生記念＞

布施慶典さん 野村泰久さん 岡田啓治さん

清水光朗さん 竹内喜宜さん 土屋孝二さん

＜結婚記念会員＞

粕尾正康さん 南 信行さん 野村泰久さん

岡田啓治さん 相馬榮治郎さん 竹内喜宜さん

滝澤 功さん 瀧澤 聡さん 綿貫隆夫さん

＜夫人誕生記念＞

宮川晴子さん 斎藤美鈴さん 竹重博子さん

瀧澤美雪さん

委員会編成表について 小山浩太郎次期幹事

2015～2016年度委員会編成表を本日配布しまし

た｡ 尚､ ロータリー財団の数字は､ 連続回数の表

記となっております｡

30周年準備委員会より 飯田弘己特別幹事

例会終了後､ 喫茶室にて第２回準備委員会を開

催しますので委員の方はよろしくお願いします｡

第1334回例会 2015年 (平成27年) ４月３日 (金)
第1335回例会 2015年 (平成27年) ４月10日 (金) 観桜会

ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY



出席・ニコＢＯＸ報告 高橋英司例会運営委員
４/３ (会員54名) 出席25名前々回修正出席率91.11％

・柄澤重登さん☆明日善光寺御開帳を控え ｢前立

本尊御遷座式｣ 紋付袴条件にて竹村先生とご一

緒にご案内頂きました｡ 信昭さんの ｢晴れ姿｣

楽しみです｡ お天気どうでしょうか・・

・北川原健さん☆穴埋め卓話でお耳を汚します｡

・高橋英司さん☆北川原先生､ 卓話を楽しみにし

ています｡

・清水光朗さん☆ペッツ出席してまいりました｡

伊東次期ガバナー補佐さん､ チームリーダー役

お疲れ様でした｡

☆明後日から御開帳も始まります｡

・合 計 12,000円 ・スヌーピー 5,074円

・累 計 602,677円

会 員 卓 話 北 川 原 健 さ ん

｢パナマ運河をわたった｣

旅好きな方は沢山存じ上げて

いますが､ パナマ運河を渡っ

た・・という方には滅多にお目

にかかりません｡ 私は長野オリ

ンピックを見に来た､ 当時アメ

リカのリビングストンメイヤー

ロータリークラブの会長だったシムキンさんとい

う歯科医師のお世話をしたご縁で､ 2009年に､ パ

ナマ・コスタリカを船でめぐる旅に誘われ､ パナ

マ運河を渡ってきました｡ ところで､ パナマ運河

の通行料はいくらかご存じですか？これがびっく

りするほど高いのです｡ １トンあたり約５ドル｡

１万トンの船なら５万ドル､ 日本円で500万円な

のです｡ クイーンエリザベス級の豪華客船になる

と､ ４万トンから９万トンぐらいありますからそ

の通行料は2,000万円から4,000万円を超えるとの

ことです｡ でも､ パナマ運河を渡るには１日しか

かかりませんが､ 南アメリカの先端のホーン岬を

回ると21日間かかるそうですから､ その間の人件

費､ 燃料費等はその数十倍かかります｡ 時間的に

も経済的にもパナマ運河の存在意義は大きいので

す｡ 現在は､ 長さ294ｍ､ 幅32.3ｍ､ 喫水12ｍ以

内の大きさの船しか通れないので､ 最新のクイー

ンエリザベスでもここを通れるサイズにつくられ

ているらしい・・｡ カリブ海沿いのコロンという

港からでて､ 朝パナマ運河の入り口に着きました

が､ この運河は閘門式という特殊な構造をしてい

ます｡ 海面から26ｍ高いところの湖を渡るために

３つのプールに入りながら水面をあげていくので

す｡ 太平洋側では反対に３つのプールで水面を下

げていきます｡ 水をためたり出したりするのに時

間がかかりますから､ 80kmしかないのに太平洋

に出たときには夜になっていました｡ 貴重な経験

をすることができました｡

2015～2016年度のための地区研修・協議会
2015年４月５日(日) 12名　出席

４／17 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 堀 江 三 定 さ ん

(株) 長野パルセイロ・アスレチッククラブ



観 桜 会　2015 年 4 月 10 日 (金)観 桜 会　2015 年 4 月 10 日 (金)
　18：30～　大観にて　会員出席31名

会長挨拶会長挨拶 乾杯の音頭は
浪江RCの川橋さん
乾杯の音頭は

浪江RCの川橋さん

お席はクジを引いていただきましたお席はクジを引いていただきました



高井会員家族委員長高井会員家族委員長 締めは、次年度会長さん締めは、次年度会長さん

例 会 案 内
4 月 24 日　会員卓話　宮原友昭さん　　　5月 1日　定款に基づく休会

２月８日　清々（私達は彼女のことをこう呼んでいます）
が、大きな花束をもって我が家に来てくれました。折に触れて
便りはありましたが、顔を見るのは卒業以来です。少し日本語
が下手になったかなと思いましたが、三重県の富士電機（株）
にて仕事に精一杯励んでいる様子が分かり
安心しました。長野を出てもこうして訪ね
て来てくれることは、嬉しいことです。一
泊して、翌日出張先の諏訪へ向かいまし
た。家族同様の交流ができることがとても
嬉しいです。（竹村利之・正代）

米山奨学生（2011 年 4月～ 2013 年 3月）周　玉清さんの近況


