
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

１．東信第一グループ小池ガバナー補佐、東信第二グル

ープ滝澤ガバナー補佐よりＩＭ・会員セミナー礼状 

２．小諸高等学校より音楽科演奏会について 

   日時 3 月 9 日（土）13:30 開場 14:00 開演 

   会場 軽井沢大賀ホール 

   日時 3 月 16 日（土）13:30 開場 14:00 開演 

   会場 長野市芸術館 リサイタルホール 

   入場無料 

３．週報 

   千曲川、上田六文銭ＲＣ 

・来週 3 月 5 日（火）創立夜間例会 18:00 より 

・入会候補者お伺い、事務局まで 

【本日の配布物】 

週報 1446 号、理事会報告、2019～2020 年度委員会構

成表、入会候補者お伺い、 

 

◆出席報告   朝倉 俊次 委員 

会員数２０名  出席義務者２０名  免除者０名     

本 日         出 席   １５名 

            事前 MU  ０名  ７５．００％ 

前々回（2/5）    ＭＵ     1 名  80．００％ 

 

◆委員会報告     

会員増強委員会  青松 英和 委員長 

・入会候補者について 

前田博志次年度会長 

 ・次年度委員会構成表について 

 

◆ラッキー賞     

  ＮＯ．３     橋詰 希望 君 

 

◆ニコＢＯＸ   前田 博志 委員 

橋詰 希望君 

ＩＭお疲れ様でした。加藤さん、鴨下さん

ご報告ありがとうございます。ラッキー

賞もありがとう。 

黒澤 明男君 
加藤会員、鴨下会員本日のＩＭ・会員セ

ミナー報告、楽しみにしております。 

前田 博志君 来期、宜しくお願いします。 

青松 英和君 
今月 27 日、古希を迎えます。皆様の友

情に感謝します。 

矢島 栄一君 
先週、結婚記念祝のお花をいただき、

ありがとうございました。 

 

◆点鐘 橋詰 希望 会長 

◆SAA 矢島 栄一 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我等の生業 

 

【会長挨拶】  橋詰 希望 会長 
最近夕方が明るくて春になってきたんだなと、うれしくな

ります。 

１７日の日曜日はＩＭセミナーにご出席の皆さまお疲れ

様でした。特に事務局の掛川さんにはお手伝いいただき感

謝申し上げます。後程、加藤さんと鴨下さんからご報告を

いただきますがよろしくお願いいたします。 

私たちのクラブが上田東クラブとの合同で主催し、たま

たま今年度の会長であった私が副実行委員長という立場

で、演壇に座るようになっているのを、会場に入って初めて

知り驚きました。あのような大きな大会で皆様に対峙して

演壇に座るということは想像もしていなかったからです。ま

た記録のためのビデオもとっていたみたいのでなおさら緊

張しました。 

また、村居先生の講演に対して謝辞を申し上げる役も仰

せつかり、どのような内容を話すのだろうかと心配でした。

内容とかけ離れたお礼の言葉もできないので、事前に上

田東の事務局の中村さんに村居先生の新聞記事やレジメ

をいただきある程度の内容は把握できました。そのような

わけでその役が終わったときにはホッとしました。 

後で黒澤幹事や皆さんに、心配していたけど、まあうまく

まとめてよかったよと褒めていただきました。もう二度とあ

のような大役はないと思いますが良い経験をさせていただ

いたと思っています。 

前日の１６日土曜日には一陽来復の映画上映会が軽井沢

の万平ホテルであり、尹美亜監督とホテル観洋の社員で

語り部バスの伊藤俊さんとのトークと交流の会食もあって

楽しいひと時を過ごしてきました。主催はというと、「東日本

大震災を忘れない」プロジェクトの飯塚まゆみさんを中心と

したボランティアの方たちでした。軽井沢高校の学生や軽

井沢国際高校の学生もボランティアでお手伝いしていて、

とても素晴らしい会でした。 

色々な方が映画を通じて、東日本の大震災の被害につ 

いて援助や協力をしていることが分かり、改めてもう一度

現地を訪れたいと思っています。 

皆さんも是非、ホテル観洋の露天風呂から見る日の出

を見に行ってください。 

 

 

◆会 長 / 橋詰 希望     ◆副  会  長 / 前田 博志 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新井 粒太 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 3 階 

NO．１４４７ 平成３１年２月２６日 
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【本日のプログラム】  『ＩＭ・会員セミナー報告』         

 
  その後、講演会の会場に移り村居先生とタレントの松山三四六氏の聞くことになりました。村居先生は東南アジア各国 

 を特に医療の行き届かない過疎地に行き、一人でも多くの患者を自分の手で診療し、治療して一生懸命人助けをしている 

 姿はとても素晴らしい事だと感じられました。  

  又、松山氏はワインの話の中で高校生でもおいしいワインを作り入賞された事、とても分かりやすく楽しい話を聞く事が 

 出来ました。 

  総まとめで考えますとやはりロータリークラブは奉仕の心を持ってやる事が大切な事だと感じました。 

 

  

雄さん（76）が約 30 年にわたりソロモン諸島やカンボジア、東ティモールなどで歯科医療のボランティアに 

取り組んできました。「病気の真の原因をとらえないと健康な状態は保てない」とし、日本で子どもの虫歯罹 

患率がピークを迎えた１９７０年の前と後の社会情勢を分析し「医療社会学」の立場から「病気の起源は生 

活環境や国の制度、保健施策に関係している。国が支援するが自立しその国の力で制度を作るなど、変わっ 

ていかないとだめだ」と述べられました。これはひとえに食料事情の改善によるもので、菓子類などの 

甘味やジュースやお茶、清涼飲料水など予防・治療環境が整備されるようになったのが要因と述べ 

られました。1 歳から 3 歳までに予防すれば虫歯になりにくい。3 歳までに明暗が分かれると言われて 

います。その原因は虫歯菌。赤ちゃんは生まれた頃は虫歯菌を持っていませんが、虫歯菌を持った人の唾液 

を口中に入れてしまうことで虫歯菌に感染し、虫歯になりやすくなってしまうのです。 

 

『ＩＭ記念講演』「小説ワインガールズと観光立県信州」タレント 松山三四郎 氏 

森川守さん（現在、塩尻商工会議所 地域開発委員長）から「塩尻が勝負できるネタないですかね？」って聞かれた時に

パッと浮かんだのが、塩尻志学館高校。ワインの醸造免許を持っていて、ワインを高校生が造って販売している、塩尻志学

館高校の事だ！ってすぐに思った。だけど、塩尻の人たちはあまりにも当たり前過ぎてその感覚がない。誰に話したって「高

校生がワインを造って良い訳がない！」って言われる。飲めないのに販売もしてコンテストに出して賞を取った？！ 誰も信

じてくれないですよ。スイングガールズみたいにワインガールズってタイトルで本にしたら、あっという間に映画化しちゃうんじ

ゃないの？ って。 

 僕は夢物語の様に言ったら「ちょっと三四六さんそれ書いてくれませんか？ 三四六さんに書いて頂けるならお手伝いしま

す！」って言われたんだよね。それでも俺が出した条件 3 つきちんと実現してくれたよね。 

 1 つ目は学校（塩尻志学館高校）にいつでも出入りできること。2 つ目は高校の同窓会にご説明をして承諾を得ること。3 つ

目は議会に理解してもらうこと。この 3 つの条件は可能なのか？って言ってみました。そしたらさ、すぐその場で当時の塩尻

志学館高校の校長先生に電話してくれて、とんとん拍子に話が進んだ。次の日には市内の小学校中学校の校長先生の集

まる会に行って、校長先生方に話をさせて頂き、県議会議員にも会う機会をもらいました。志学館高校で取材もさせていた

だきました。 

戦前は東筑摩郡南部乙種農学校として開校し、後に桔梗ヶ原高校って校名を変えます。 

その後、塩尻高校の校名を経て、平成 12 年に、長野県初の総合学科が設置されて「塩尻志学館高校」って校名になりまし

「ＩＭ・会員セミナー報告」  加藤 輝男 会員 

 私は親睦委員会運営の担当で主に友愛の広場での接待でした。お菓子を並べコーヒー・ウーロン

茶等用意して各ロータリークラブ会員の方々におもてなしを致しました。 

「ＩＭ・会員セミナー報告」  鴨下 直哉 会員 

平成 31 年 2 月 17 日（日）上田東急 REI ﾎﾃﾙ（上田市天神 4-24-1）にて開催されました。13

時 20 分より会員セミナー「私の国際奉仕活動」元東信第二グループガバナー補佐村居正 



た。当時桔梗ヶ原って名前を残したかった OB の方がたくさんいました。僕はそれを知らずに、本の中では架空の高校名にし

たいので、桔梗ヶ原学園って名前可愛くないですか？ と提案をしたの。すると校長先生方から「桔梗ヶ原って名前を学校に

復活させてくれた！ 絶対に OB 会が喜ぶ！」って言われました。 

 よく考えてみると、国がワイナリーとして認めてるなんて世界的にもほぼ稀で、ワインを売っていい、醸造していい学校で 

  す。 

 ワインを醸造している農業科の学校は日本にも数校ありますけど、生徒達にビン詰めからラベル貼りから販売まで 

をさせる  高校はおそらく世界中で塩尻志学館高校だけじゃないかなって思う。 

だからこれがもしもフランスやドイツやアメリカのワイン圏の国が知ったら、信じられない！ てなるかもね。 

 

戦争とワイン 

原稿を書き続けている時に、ピース又吉さんの「火花」のプロデューサーだった森山さんって方にお会いしました。 

森山さんに「本を読ませてくださいよ！」って。「いや、まだ原稿半分しか書いてないんですよ」って言ったらパラパラって読

んで「……面白い」って言ってくださった。小説は初めて書きますから、まだまだ拙い文章なわけですよ。でも森山さんは

「初めてとは思えない。初めてでここまで書けるなら才能あるよ！」って言われてね。自信になったなぁ！「背景に戦争をも

っと入れる」「子供達にとっては関係のないように見える戦争をもっと勉強すること。もっとフィーチャーしてみたら？」ってア

ドバイスしていただきました。ただ俺やっぱり知識がないからさ、戦争とワインを勉強してね。そしたら面白い位に自分の

中に知識として入って行くんだよね。森山さんには助けられましたね。「五一ワイン」で有名な林五一さんは、岡谷市の絹

問屋の三男坊。その当時、諏訪や岡谷で絹関係の仕事をしている家庭の三男坊・四男坊っていうのは金はあるけど職に

あぶれていたんです。どうせ継げないし。だったら桑畑をやろうとかフルーツをやろうとか土地を探し求めた。それで塩嶺

峠を渡って塩尻にたどり着いたという歴史があった。 

 

ストーリー 

この本の主人公は 3 人の女の子で、3 人ともバラバラな悩みを抱えて高校 1 年生をスタートさせました。 

中には自分の高校にワイン醸造科があることさえ知らない子もいました。 

その 3 人があるアクシデントを乗り越えてワイン醸造科に辿り着きます。色々な事を乗り越えていくうちに、この 3 人にはあ

る共通点があることに気が付きます。それは彼女たちの 3 世代 4 世代前に遡った因縁なんです。この因縁がパズルのよう

に組み合わさって「私達は出会うべくして出会ったんだね」と。 

その背景に居るのが桔梗ヶ原を開拓した人々であり、戦争で涙をのんでワインまで辿りつけなかった醸造家たちであり、

それを先祖に持つ子孫だった。 

 その事をある時を境に知り、「おじいちゃんたちのリベンジをする」と言ってワイン造りに没頭します。ところが自然であり

地球環境であり、そして大人たちのしがらみが壁となってしまう。その壁を 3 人で突破しながら卒業を迎えていくストーリー

です。 

 

 

 

           



 

   

 

             

 

             

                    ［ＩＭ・会員セミナー］  2019．２．１７  上田東急ＲＥＩホテル 

 

次 週 のプログラム：３月  ５日  「創 立 夜 間 例 会 」 クラブ運 営 委 員 会  

次々週のプログラム：３月 １２日  「卓 話 」 曽 根 氏  

       


