
 

Page 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 58巻第３号 通巻第 2736号 

第 2745回 例会 

2016年（平成 28年）7月 19日 
12：30 点鍾 東金商工会館 4階例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program 
 

開会宣言・点鐘   
歌 
四つのテスト唱和 
お客様紹介 
お食事 
会長挨拶 
幹事報告 
ご挨拶 
ニコニコＢＯＸ発表 
出席報告 
閉会宣言・点鐘 

小林 信雄 会長 
「手に手つないで」 
秋葉 芳秀 幹事 
秋葉 芳秀 幹事 
かくじゅう 
小林 信雄 会長 
秋葉 芳秀 幹事 
河野知宏 ガバナー補佐 
親睦委員会 
管理運営委員会 
小林 信雄 会長 

 



 

Page 2 
 

会長挨拶 

 

小林 信雄 会長 

 7 月の 5 日に東金市民教育青少年育成東金
市民会議というのに出席して参りました。こ
れは青少年の育成を目的として、オール東金
で編成をすると言うことでございます。当ク
ラブも、運営クラブの一つになっております。
今年は安曇野に小中学生を夏休み中に合宿で
派遣するということでした。 

 本日は新会員として城西国際大学から越川
嘉明会員がお見えになっております。クラブ
のメンバー全員で歓迎いたします。越川先生
には後ほどごあいさつをいただきたいと思い
ます。 

 7月 19日には、ガバナー補佐公式訪問があ
ります。そして 8 月 4 日にはガバナー公式訪
問が控えております。準備も大変だと思いま
すが、一生懸命務めさせていただくと同時に、
皆さんのご協力をお願いいたします。本年度
のガバナー公式訪問は、東金ビューロータリ
ークラブと合同になります。それまでに活動
計画書ができるのかな、と思っておりました
けれども本日こういう立派な活動計画書を上
程していただきまして、本当にありがとうご
ざいます。 

 ＲＩ規定審議会の決定報告書の公式文書が
まだ届いておりませんけれども、これだけの
ご努力に感謝したいと思います。標準ロータ

リークラブの定款の改訂は、クラブの細則の
変更を要することになります。改訂規定の発
効は、7 月 1 日から。なんかちょっとおかし
いですけど、ＲＩ事務総長は 4 月にシカゴで
行われました規定審議会の決定について、各
クラブに賛否のお伺いを取ります。反対の意
見がありました場合は、もう一度投票をする
形になっているようです。クラブ運営に関す
る要件が 9 件、そのほか奉仕部門、ロータリ
ーの目的、クラブ例会に関する案件、出席に
ついて、会員あるいは会長選挙、そして国際
ロータリーに関する案件が採択されておりま
す。財政と、人頭分担金の件も改めて出てま
いりました。少々増額になっております。そ
れから立法手続き、これは 12件ほどみられて
おります。正規の決議案と言うのがありまし
て、ロータリー財団に関する件、クラブと地
区の管理運営に関する件、国際ロータリーに
関する件、会員についての規定が改められて
います。 

こういう作業をされて、まだ新活動計画書
を読んでいませんが、大変御苦労さまでした
と、申し上げたいと思います。 

 最後に、新入会員候補者をもう一名の方を
近日中に幹事と共に訪問をしてみたいと思い
ます。何卒、よろしくお願いいたします。 

 

入会式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徽章ピンを会長から越川新会員の襟につけています 

第 274４回 例会の記録 ＜7月１２日＞ 
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新入会員ご紹介 

 

鈴木康道 会員より 

城西国際大学へ並木幹事と私がお話にうか
がった時に、越川嘉明さんが、私の匝瑳高等
学校の後輩であり、ご出身も私の地元だった
ということで、話がどんどん進みました。で
もほんとに私が共鳴したのは、防衛大学のご
出身だということです。防衛大学ほど、今の
日本に大事な大学はないと自分は思っており
ましたから、その辺の話も弾みました。東金
ロータリークラブにあらゆる情報をお持ちの
メンバーが一人増えたということで、これか
ら期待しております。先ほどの会長の言葉の
通り、我々も精いっぱい、居心地の良いロー
タリークラブを目指しております。まずは、
皆でしっかり声をかけて「仲間にした」とい
う意識をもってこれから見守っていただけた
らと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

越川さんご挨拶 
 

 
 
 
 
 
 
 

越川 嘉明 新入会員 

皆さんこんにちは。あらためまして会員に
ならせていただきました越川でございます。
前任の小久保の後を受けまして、この 4 月 1
日で城西国際大学の事務局長と言うことで拝
命をいたしました。もう三か月たちましたが、
今日が初めての参加で大変申し訳ありません。 
本部が東京にあるんですけれども、しょっ

ちゅう本部に非常呼集がかかりまして、すぐ
来いと言われて、いつも東金線と外房、京葉
を通って東京のど真ん中まで行っております。
今日はたまたま呼集がかからなかったので、
やっとロータリーの皆様とお会いできるとい
うことで楽しみにして参りました。 
これからも積極的に会に出席するよう努力

いたしますので、今後ともよろしくご指導ご
鞭撻のほど、お願いいたします。今日はあり
がとうございました。 
 

 
 

出席率  ７月１２日 
会員数 出席率 コイン BOX 

２０名 ８８．２３％ １，２３０円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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幹事報告 
 

 
 
 
 
 

 
秋葉芳秀 幹事 

〇お手元にできたてのクラブ活動計画書がご
ざいます。24 ページ、8 月の 5 日のところは
4 日となりますので、訂正をお願いします。8
月 4 日がガバナー訪問ですので、直前の 2 日
は休会となります。 
〇名刺を作ります。いつでも使える、年度の
入らない名刺を作り、皆様に一つずつ、お渡
しします。 
〇7 月 30 日と、8 月 22 日に地区の研修がご
ざいますが、担当の方でご都合が悪い方は気
軽に私にお申し出ください。 
〇今年度から、火曜日に祝・祭日がぶつから
なくてもその週に祝・祭日があった場合は休
会とすることが出来るようになりましたので、
それを取り入れてやっております。平均する
と月4回、年間で48回の例会となっています。
その都度ご案内申し上げます。 

 

 

地区委嘱状伝達 

北田 浩一 会員 ＳＡＡ、クラブ奉仕広報委員、 
         社会奉仕新世代奉仕委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
古川 秀夫 会員 クラブ奉仕委員長、会員増強委員長 

岡本 秀男 会員 国際奉仕委員長、ロータリー財団委員 

髙山 友二 会員 クラブ研修委員、職業奉仕委員 

ニコニコ BOX 
 

〇おかげさまで今年創業 50 周年を迎えること

が出来ました。  

古川秀夫 会員 

 

〇高校野球開幕。初戦 11 対 1 で勝利しました。  

高橋邦夫 会員 
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安藤 正義 会員 青少年奉仕委員長、職業奉仕委員 

 高橋 邦夫 会員 管理運営委員長、広報委員 

並木 孝治 会員 親睦活動委員長、青少年奉仕委員 

渋谷 章男 会員 会員増強委員、青少年奉仕委員 
 

 
 
 

越川 嘉明 会員 親睦活動委員、広報委員 

秋葉 芳秀 会員 幹事・会計 会長エレクト 
 
 

卓話  

 
越川 嘉明 会員 

先ほどご紹介いただきましたように、私は
防衛大学を出まして、陸上自衛隊で、いろい
ろな経験をしてきました。私は北海道から九
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州まで大体 2 年おきに転勤して二十何回引っ
越しをしまして、北海道は 2回勤務しました。
その中で札幌に第１１旅団（りょだん）と言
う所がありましてその中の真駒内駐屯地と言
う所に行ったんですけども、昔、札幌オリン
ピックでジャネット・リンがスケートで妖精
とか言われていたあの真駒内のすぐそばに駐
屯地がありまして、そこで駐屯地司令と言う
のをやったんですね。札幌の雪まつりの支援
をやりました。 

さっぽろ雪まつり 

 さっぽろ雪まつりは皆さんご存じで大変有
名なんですけれども、札幌市でも一大事業に
なりまして、札幌市は観光でもっている政令
指定都市ですから、札幌には 180 万人ぐらい
の人口ですが、その中でも観光で一番金を稼
いでいるというのはこの雪まつりです。その
ほかにライラック祭りやビール祭りなどいろ
んな祭りを札幌市の大通り公園でやっていま
す。 

 その中でも半分以上が札幌雪まつりで、一
年分の予算を獲得するということで大変力を
入れておりまして、その雪まつりに、実は自
衛隊がすごく協力をしております。 

昔はマスコミは、自衛隊が雪像を作ってい
るのを一切報道しませんでしたが、ここ数年
来災害派遣とかいろいろなことで国民の認知
も高まって非常に支援も増えまして、それか
ら最近だんだんとマスコミも、雪まつりは自
衛隊が協力しているということを放送してく
れるようになりまして、大分認知度が上がり
ました。 

 真駒内の駐屯地司令はその雪まつりの雪像
製作の隊長で、総責任者であります。その時
に経験したことをいくつかお話したいと思い
ます。 

 

 

雪まつりでは雪像が頭に浮かびますけども、
その雪像だけではなく、さっぽろ雪まつりで
は大通りの雪像と、すすきのの氷像、氷の彫
刻ですね。それから札幌からちょっと離れた
ところに月寒ドームと言うドームがありまし
て、そこにいろんなアミューズメント関係の
施設がある、この 3会場で構成しております。 

 
さっぽろ雪まつり すすきの会場  

自衛隊が作る大雪像 

なかでも有名なのは大通りの雪像ですけど
も、雪像は大・中・小とあります。テレビな
んかで映される大きな雪像は大雪像で、ほと
んど報道されませんけれど、中雪像と、小雪
像がたくさんあります。大雪像はだいたい 3

基から 4 基で、そのほとんどを自衛隊が作っ
ています。テレビでよく映る雪像のすごいの
は自衛隊が作っております。中雪像はだいた
い、札幌の中小企業会員や学校が担当したり
しています。小雪像はですね、市民の方が大
体 2 メートル四方の雪の塊から自分の好きな
ものを作る。最近は国際的になりまして、東
南アジア、ヨーロッパからも雪像を作りに札
幌の雪まつりに参加していまして、国際雪像
コンテストみたいなものがあって、表彰式も
やっています。 
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第５８回 さっぽろ雪まつり  

製作スケジュール 

 自衛隊は大雪像を作るんですけれども、そ
の雪像づくりにあたってはだいたい次のよう
なスケジュールでやっています。まず、大体
春先にどんな雪像を作るかというコンセプト、
構想を練ります。これは自衛隊が決めている
わけではありませんで、実は雪像には全部ス
ポンサーがついています。大通りには、それ
ぞれブロックがあるんですけれども、それぞ
れに全部スポンサーがついています。だいた
い、自衛隊と提携しているのはテレビ関係あ
るいは新聞社関係とかでして、そこに大雪像
を作ります。 

大雪像を作るのは一般の人ではできないの
で、自衛隊員が長年来ずーっと作っていると
ころです。どの雪像を作るかという構想は、
そのスポンサー会員が決めます。世界の有名
な建物だったり、人物だったり、基本的には
建物が多いんですけれども世界遺産に指定さ
れたものであったり、作る部隊が決まってお
りまして、その部隊と、作れるかどうか、技
術的に問題がないかどうかを調整して、夏か
ら秋にかけて現地（海外も含む）に行きます。
そこへ行って写真を撮ったり縮尺を見たり、
書いたりして構想を練ってきます。 

11 月か 12 月になって、木で作った模型を
作って、これでだいたい行けそうだとなると、
いよいよ調印式があります。これは札幌市の

市長と自衛隊で調印をします。協力する、と
言うことでいよいよスタートします。 

 だいたい 1 月の 5日頃に、「雪輸送開始式」
というのが大通公園でありまして、いよいよ
これで雪を集めて雪像作りがスタートします。
毎年これでもめるのが、暖冬などで雪が降ら
ない年があるんですね。私が担当した時も雪
がなくて大騒ぎで「どうするか？ どうする
か？」って年末からずっと正月休みも返上ぐ
らいで考えて、結局札幌市内では雪が足りな
くて、岩見沢まで雪を取りに行きました。 

こうしてダンプ数百台で運んでやりますけ
れども、まずは雪をどんどん積み固めるんで
す。だいたい高さが 20メーターぐらい。横が
2，30メーター、奥行きが 20メーターぐらい
のところに積み込みます。少し寝かせないと、
雪は重みで沈みますので、1 週間ぐらいほっ
といて、大体 1 月の中旬ぐらいあたりから、
いよいよ作り始めます。 

基本的には雪像は、大きく団子の状態で積
み込んだ雪を削り出して、逐次、形を整えて
いきます。これも作り方もいろいろあってで
すね、見て「すごいきれいだな」って思う雪
像は、雪しか使っていないです。「ちょっと汚
いな」っていうのは、水を混ぜています。水
を混ぜて、シャーベット状にします。 

 
製作の様子  
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 いろいろ部隊、団体によって作り方はある
んですけれども、一番苦労するのは、雪の美
しさの確保です。最初札幌市内のきれいな雪、
霊園なんかはあまり人が来ないので霊園の雪
をかき集めたり、岩見沢の時はばんえい競馬
場の雪を取りました。これは普段人が来ない
し車も入らないので、ある程度きれいなんで
すね。でもそれはあくまでも下積みの雪です。 

美しく仕上げるために 

本当の雪像の表面の雪と言うのは、化粧雪
と言うのがありまして、これは特別なきれい
な雪なんですね。本当にきれいな雪は白くな
くて、青白いんです。これは見た人でないと
わからないんですが、その青白い雪は札幌市
内とか町では全く取れませんで、中山峠って
いうのがあるんですけれど、倶知安、ニセコ
の方に行く山の方を通っていく道があるんで
すが、その峠まで化粧雪を取りに行きます。
峠でもサービスエリアなどがあって車が通っ
ているところは汚いので、その峠からまた山
の中に入ったところに民間の人は知らない、
自衛隊しか知らない、非常にきれいな雪が撮
れる秘密の場所があるんです。そこへ行って、
化粧雪をダンプで数十台、とってきます。そ
れを、粗削りした雪の上に少しずつ貼り付け
ながらきれいにしていきます。したがってで
すね、本当の雪像は表面が青白く見えます。
白くはありません。 

 隊員は最初はスコップとかを使いますけど、
最後は手でやります。微妙なところはスコッ
プとかシャベルでやってもなかなかできない
んです。隊員たちは、真冬ですから凍傷にな
らないように手袋をかけていますけど、その
手袋を取って、手の温度で雪の溶け具合を微
妙に調整して仕上げていく。そういう苦労を
してやっています。 

  

 

見ものは開会式前と閉会式の後 

こうして出来上がったのが雪像でございま
して、毎年 2 月の上旬の 1 週間ぐらい雪まつ
りがあります。もし機会があって、札幌に行
かれるんであれば、開会式の前に行かれるの
が一番きれいです。と言うのは、開会式の時
に自衛隊からスポンサーに雪像の引き渡し式
と言うのをやります。その時が一番きれいで
す。綺麗に仕上げてお渡ししますので、新車
をお渡しするようなものですね。したがって、
その直前が一番きれいですので、開会式の時
は混みます。さっき札幌人口 180 万とお話し
ましたけど、200 万以上が来ますから、外国
人も含めて。札幌の人口が 2 倍になるくらい
人が来ます。 

したがって一番いいのは、前日の引き渡し
式の前日に見るのが一番きれいです。自衛隊
では常に隊員が会場に待機していまして、毎
晩泊り込みで修正をやっています。そこがほ
かの中雪像や小雪像と違う所で、常にきれい
にしていますから、大雪像を見るならばそこ
を見てください。他の雪像は 1 週間もたつと
温度などで砕けてきています。 

 あと、もう一つの見ものは、雪像を壊すタ
イミングです。だいたい 1週間から 10日にな
りますけど、きれいでも壊します。大通りで
すから、道路に面していますので、崩れたら
大変危険だということで、やむなく、壊しま
す。壊す時も見ものでして、開会式の前と、
壊す時に見に行かれるのが大変感動すると思
います。 

 今日は時間がなくて端折ってお話申し上げ
ましたけれども、雪まつりのことについてま
た機会があればお話をさせていただきたいと
思います。ありがとうございました。 

 
 
（文中の雪まつりの写真は、インターネットのフリー写
真集より転載いたしました） 
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