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会長挨拶 池田修平会長

杉山さん､ ヨンジャンサントスさん､ そして兵

庫県からいらっしゃった藤田さんようこそ､ 歓迎

します｡ ５月も最後の週になり私の任期も来月の

６月までになりました｡ ホテル国際での例会も６

月の１回でようやくお役御免になります｡

今日は住宅の変遷についてお話ししますが､ 戦

後の焼け野原の時より大量の住宅が作られてきま

した｡ それまでは漆喰､ わらが壁を構成していま

した｡ 今ではモルタル､ 合板で構成しています｡

昭和40年代ではアルミサッシが普及しました｡ 昭

和50年代はプレハブ住宅が始まってきました｡ ま

た地震に対して建物の耐震性能を高めるために､

筋交い､ 金物で柱､ 梁､ 壁をとめる工法に変化し

てきました｡ 建物の耐震性能が向上しまして丈夫

になりました｡ ただし､ 地盤がしっかりしていな

いと建物が丈夫でも安全ではありませんのでご注

意ください｡

報告：2016～2017年度のガバナーが佐久ロータ

リークラブの原拓男 (たくお) 氏に決定しました｡

幹事報告 中野欣哉幹事

＊第11回クラブ協議会報告

・ガバナーノミニー決定報告｡ 決算見込み報告｡

・５月31日ごみゼロ運動｡ 県短ウィンドオーケス

トラメンバー９名参加してくださいます｡

・６月５日北信第１グループ第一回会長・幹事会｡

米山奨学生紹介 関 幸博米山カウンセラー

2015年４月～2017年３月まで西

クラブでお世話する事になりまし

た､ ヨンジャン・サントスさんで

す｡ 信州大学の修士課程土木工学

科でネパールカトマンズ出身の24

歳です｡ 暖かな目で見守って下さ

いますよう宜しくお願いします｡

皆様には､ 感謝しています｡ あ

りがとうございます｡ 勉強だけで

なく､ 皆様と一緒に社会の事も学

びながら､ 何か貢献できることが

あればと思っています｡ どうぞよ

ろしくお願いします｡

第1341回例会 2015年 (平成27年) ５月29日 (金)
第1342回例会 2015年 (平成27年) ６月６日 (土) 森林 (もり) 例会

ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY

６／12 本日のプログラム

会 員 卓 話 瀧澤 聡プログラム委員長

｢僕の趣味｣

例 会 案 内

６月19日 観蛍会 18：30～ 犀北館

６月26日 休会



出席・ニコＢＯＸ報告 小池裕孝例会運営委員長

５/29 (会員53名) 出席37名前々回修正出席率91.48％

ゲ ス ト 杉山由一さん (前柳町中学校長)

ヨンジャンサントス米山奨学生

ビジター 藤田覚さん (小野加東RC) 兵庫県

・柄澤重登さん☆杉山先生を歓迎します｡ ①先生

は現役の頃､ 柳中の音楽の先生をされておられ､

NHK 全国合唱コンクール第３位の輝かしい業

績を残されました｡ ②あれから時が流れ・・県

文で先生はゲストフルート奏者､ 私は合唱団の

メンバーとして同じステージに立ち楽しい演奏

会になった思い出があります｡ 偶然の出会いで

もありました｡ ③今日のお話は何かありそうで

楽しみです｡

・小山浩太郎さん☆杉山先生ようこそ長野西ロー

タリーへ｡ 本日の卓話楽しみにしています｡

・清水光朗さん☆昨日なでしこVSイタリア代表

戦観て来ました｡ 生でのナショナルチーム戦､

初体験で感激しました｡ ☆杉山先生お久しぶり

です｡ 柳中 PTAではお世話になりました｡

・若麻績信昭さん☆本日ふと時間が取れたので､

ロータリーに復帰します｡ まだ社会復帰へのリ

ハビリには､ 時間がかかりそうです｡ 期間中元

メンバーの竹本忠二郎さんが善光寺でアルバイ

ト中とかで何度かお会いしました｡

・合 計 14,500円 ・累 計 692,629円

講師紹介 小山浩太郎さん

杉山先生は国立音楽大学音楽

学部器楽学科 (フルート専攻)

卒業後､ 音楽教師として柳町中

学､ 信大附中､ 犀稜中学などで

合唱を指導され､ 県代表､ 全国

大会出場を果たされ､ 全国３位

の実績も残されています｡ その後､ 管理職として

校長を歴任され､ 現在は柳原公民館館長をされて

います｡ 私とは柳町中学でＰＴＡ会長をした年を

含め､ ＰＴＡ役員として杉山校長先生には大変お

世話になりました｡

ゲ ス ト 卓 話 杉 山 由 一 さ ん

｢感性を育む｣

私は教員として長い間音楽を

指導し､ 特に柳町中学校に26歳

で赴任して９年間音楽教師､ さ

らに校長としても赴任し､ 教員

人生の３分の１は柳中で過ごし

ました｡ ３校で管理職として校

長をしましたが､ その際にも音楽を教育の柱に据

えて ｢感性を育む｣ という指導方針で子供たちと

接してきました｡

― 星に願いを ― フルート演奏

校長を３校勤めた間､

朝生徒が登校する時刻

には今のように昇降口

でフルートを演奏しま

した｡ 朝のスタートは

とても大事です｡ 生徒たちにもフルート演奏で少

しでもいい気分で一日をスタートさせてあげたい

と実践してまいりました｡ 柳中に初めて赴任した

頃は器楽が専門でしたので合唱を受け持つ事に戸

惑いもありましたが､ ８ミリビデオを携え､ 全国

の学校に指導現場を見せて頂き､ 毎日勉強した事

がその後の音楽指導に役立ちました｡

殊に､ 伝統ある柳中で当時一番古い建物が音楽

教室でしたが､ その解体にあたり生徒やＯＢ､ 父

兄と音楽教室のお別れ会をしたことは印象に残り

ます｡ 音楽は演奏する人､ 聴く人全ての人が感動

を共有でき､ 感性を育む素晴らしいものだと思っ

ています｡ 現在は柳原の公民館長をしております

が､ 地域の皆さんとの繋がりを大切にしたいとい

う思いから７月までに公民館活動として､ ３回コ

ンサートも企画しております｡ 是非､ 足を運んで

いただき､ 音楽を楽しんで頂けたらと思います｡

終わりに後２曲演奏させていただきます｡

― 赤とんぼ ― ― 七つの子 ―

とても澄んだフルートの音色に癒されました｡

杉山さんコンサート ６月８日� 14：00～

７月11日� 14：00～ ７月18日� 13：30～

いずれも東部文化ホール (柳原公民館) にて

お問い合せ 026－296－8540

会報当番：青木 宏クラブ会報委員長



ロータリーの森林 ( もり ) 例会ロータリーの森林 ( もり ) 例会
2015年６月６日㈯　創立10周年記念事業分収造林：信濃町霊仙寺山国有林

森整備・山菜取り・散策 ～ 昼食・入浴　赤倉温泉ホテル太閤　
参加者：会員 15名　ご家族 4名

　ロータリー森林（もり）例会は朝８時、総勢19名（会員15名・ご家族４名）でホテル国際21を出発し森林浴
を楽しみ無事３時半に帰着しました。
　当日は雨の予報でしたがたいした降りも無く助かりました。
　今年は山の広場に発電用の材木が積み上げられ、林道も1.5km程のびていました。根曲り竹を採りながら終点
まで散策してきました。事前調査ではかなりの人が入っていたので当日の収穫が心配でしたが、皆さん袋いっぱ
い山の幸を採ることができたようでホッとしました。
　又、今回は赤倉温泉ホテル太閤にお世話になり、広いお風呂とおいしい昼食に満足し会話もはずみ会員の親睦
を図ることができました。皆さんお疲れ様でした。

村田　秀雄　森林（もり）委員長

立札と看板立札と看板 霧の森霧の森

発電用の材木が積み上げられていました。発電用の材木が積み上げられていました。

平成８年11月より契約を結び、こんなに木が繁りました平成８年11月より契約を結び、こんなに木が繁りました

わらび採れましたわらび採れました



根曲がり採れました！根曲がり採れました！

見て見て！見て見て！ 私はフキを採りました。私はフキを採りました。

まだまだ採りますよまだまだ採りますよ 山ウドも…！山ウドも…！

ウドで一献ウドで一献

昼食はホテル太閤にて豪華メニューでした。昼食はホテル太閤にて豪華メニューでした。

御開帳最終日でもあり例年よりかなりゴミがありました。伊東社会奉仕委員長御開帳最終日でもあり例年よりかなりゴミがありました。伊東社会奉仕委員長

皆さんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。

写真撮影：青木茂人 森林（もり）副委員長写真撮影：青木茂人 森林（もり）副委員長

報告　５月31日　春のゴミゼロ運動
参加者：会員６名　　県短ウィンドオーケストラ９名


