
THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

例会　毎週金曜日　12:30～13:30　ホテル国際２１
事務局

e-mail:nwrc1987y@sweet.ocn.ne.jp
FAX〒380-0838 長野市県町576 026（235）2800 026（235）0016

長野西ロータリークラブ

会長／清水 光朗 幹事／小山 浩太郎 クラブ会報委員長／轟 修平

SAA／村田 弘志 副 SAA／西沢 徹

会長挨拶 清水光朗会長

明けましておめでとうございます｡ 皆様におか
れましてはつつがなく新年をお迎えになったこと
とお慶び申し上げます｡
本日のお食事は新年らしくおせち料理とお雑煮
です｡ 個人的な話になりますが､ 私はお雑煮とい
うかお餅が大好物でして､ 若い時分にお餅を食べ
始めたら止まらなくなり､ 少し大きめのお餅を16
個食べたことがあります｡ さすがに､ お餅が胃に
詰まってしまったのか､ それから2日間位は何も
食べる気になれず往生した記憶があります｡ 現在

は若い頃のようにはいかない
のですが､ それでも５～６個
は普通に食べます｡ 本当はも
う少し食べたいのですが､ 自
制することを覚えました｡

｢お宅のお雑煮はどんなお雑煮？｣ とお訊ねす
ると､ よく ｢ごく一般的な普通のお雑煮ですよ｣
という答えが返ってくることがありますが､ お雑
煮には大変なバリエーションが有り､ それこそ一
般的なお雑煮など存在しないと思います｡ 長野県
はことに東西の風習が入り交じった土地柄で地域・
家庭によって異なると言っても過言ではないと思
います｡ 大のお雑煮好きとしては色々な地域の個
性有るお雑煮を堪能してみたいと思っております｡
ロータリークラブも十人十色の個性をもった方
が集まって成り立っており､ それらの個性が絡ま
り合って､ 楽しいロータリーが形成されているの
だと思います｡
本年の例会も皆様にお楽しみ頂けるよう頑張り
ます｡ 今年もよろしくお願いします｡

新年乾杯 音頭 竜野晃一さん

新年明けましておめでとうござ

います｡ クラブの益々の発展と

皆様のご健康を祈って 乾杯！

１月のお祝い おめでとうございます

＜結婚記念会員＞中村千夏さん

＜夫人誕生記念＞

青木弘美さん 布施悦子さん 柄澤良子さん

柄澤良子さん 竹村正代さん 滝澤秀子さん

若麻績純子さん

＜会員誕生記念＞

柄澤重登さん

小林敏生さん

鈴木都美雄さん

幹事報告 小山浩太郎幹事

・１月ロータリーレート：１ドル120円

・29日創立記念例会 18：30～ ます栄｡

・年度会費は１月中までにお願いします｡

・世界寺子屋運動､ キャンペーン､ 書き損じハガ

キと未使用切手回収運動にご協力ください｡ 受

付に回収箱設置｡ １月中におもちください｡

第1369回例会 2016年 (平成28年) １月８日 (金)

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

１／15 本日のプログラム

創立30周年記念卓話
会員卓話 竜 野 晃 一 さ ん
会員卓話 小 出 昭 雄 さ ん



出席・ニコＢＯＸ報告 若麻績例会運営委員長
１/８ (会員53名) 出席39名前々回修正出席率91.66％

・竜野晃一さん・高橋英司さん・清水光朗さん

・小山浩太郎さん・山口和彦さん・小林健治さん

・若麻績信昭さん・青木 宏さん・井上明彦さん

☆新年おめでとうございます｡ 今年も宜しくお

願いします｡

・柄澤重登さん☆本年は創立30周年行事があり記

念すべき一年になります｡ 私はメガネ､ メガネ

の正月でした｡

・伊東義次さん☆新年明けましておめでとうござ

います｡ 今年もよろしくお願い申し上げます｡

あと半年ガバナー補佐として頑張ります｡

・清水 満さん☆新年明けましておめでとうござ

います｡ 私の担当する行事はあと４回となります

が宜しくお願いします｡ 雪の無い正月を10数年ぶ

りに迎え良かったり､ 寒かったりの日々です｡

・合 計 37,000円 ・スヌーピー 5,445円

・累 計 623,147円

会長 ：竹村利之

直前会長 (役員) ：清水光朗

副会長 (役員) ：池田修平

会長エレクト､ 理事・クラブ奉仕委員長 ：南 信行

理事・職業奉仕委員長 ：轟 修平

理事・社会奉仕委員長 ：瀧澤 聡

理事・国際奉仕委員長 ：村田弘志

理事・青少年奉仕委員長 ：清水 満
(以下委員長略)

プログラム：西沢 徹 クラブ会報：中野欣哉

例会運営 ：宮原友昭 会員家族 ：若麻績信昭

Ｒ財団 ：竹内喜宜 森林(もり)：村田秀雄

幹事(役員)：粕尾正康 副幹事 ：高橋英司

会計(役員)：林 智成 会計監査 ：宮川礼二

SAA(役員)：松本克幸 副 SAA ：高井 亘

会 員 卓 話 竹村利之会長エレクト

｢史跡上田城跡｣ の櫓

現在上田城跡の中には西櫓・

南櫓・北櫓の三棟が残っており

ます｡ 上田城は天正11年 (432

年前) に真田昌幸によって築造

されましたが､ その当時の物は

無く､ 43年後仙石氏によって再

建しました｡ しかしその中でも西櫓が当初の形に

類似し残存していると言われています｡

昭和57年から６年間保存修理事業が上田市によっ

て行われ私が図面作成を担当しました｡ 勿論調査

測量し平面図・立面図・断面図等々を作成したも

のです｡ 西櫓の細部について少し説明いたします｡

木造２階建の建坪41坪です｡ 棟の高さは10.75ｍ

石垣上端より､ 大棟 (瓦) 頂上までです｡ 石垣に

使われていた石は北方の太郎山から切り出された

ものです｡ 北櫓の石垣にある真田石は３m×2.5m

有り､ 真田信之が松代に移封の際持って行こうと

したのですがビクともしなかったと言われていま

す｡ 壁は土塗り漆喰壁､ 屋根は本瓦葺､ 勿論外敵

から中を守られる様防火構造になっており軒裏・

屋根・�等は縄を巻き､ 10㎝～15cm 程度土を塗

込､ 白漆喰によって仕上げています｡ 内部は木部

表し､ 鉄砲狭間・矢狭間が各壁に開けてあり外部

敵が見えるようになっています｡ 縦長は矢狭間・

真四角の物は鉄砲狭間です｡ 外部の材木は11段下

見板張になっています､ この形式は古いので丁寧

に削って有りません｡ 手斧後が目立つ仕上げになっ

ています｡ このような堅牢な城が作られていたと

いう事を私自身も実感しました｡

勿論､ 城だけで無く廻りの堀等も非常に頑強に

作られていた様です｡ 上田城は天守閣も有りませ

んし､ 決して見栄えのする城でも有りません｡ 戦

いに備えていた城だったと思います｡

１年間このメンバーでご奉仕させていただきます｡
どうぞよろしくお願い致します｡

例 会 案 内

１月22日 ゲスト卓話 岡 正子さん

岡学園 ｢創立70周年のあゆみと今後の展開｣

2016～2017年度役員・理事・委員長の発表


