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［会長挨拶］ 	 	 			 矢島康夫　会長

　東京ステーションホテルの紹

介の時に、鉄道が開業して150

周年を迎えるとお話ししました

が、もう一つ創立150周年を迎

えるものが、東京国立博物館（東

博）です。これを記念して昨日まで特別展「国宝　東京

国立博物館のすべて」の展覧会が開催されていました。

コロナ禍の中ですので、すべて事前予約のチケットで

拝観日、拝観時間も指定され、人数制限をしての開催

でした。チケットの販売は、ネットでも購入できまし

たが、発売日の１時間で全日程が完売するという盛況

ぶりでした。東博は現在89点の国宝を所蔵していて、

今回前期と後期に分けてこれらの全てと関連する所蔵

品150点を展示する展覧会でした。

　国宝、重要文化財は、管理が行き届いている東博で

すら、常設展示はしていません。特に絵画においては、

海外の美術館では、教科書に載るようなその国の国宝

級のお宝が、常時展示されていて近くで鑑賞できます

が、日本の場合そのような所はありません。これは、

年間公開日数を文化庁が国宝、重要文化財の取扱要項

で決めているからです。2018年改訂がなされました

が、国宝の絵画等は、特別なものを除き、公開のため

の移動は年２回延べ60日間とされています。また、材

質が石、土、金属などで作られたものは、年間150日

と定められています。重要文化財は、もう少し余計に

展示できることになっていますが、それでも150日間

とされています。日本の絵画は、和紙（紙本）や絹（絹本）

の上に墨、岩絵具、胡粉、染料等をにかわを使って定

着させて描いて、大変デリケートな物が多いせいだと

思います。ちなみに長野県には10の国宝があります。

　善光寺本堂（長野市）、仁科神明宮（大町市）、安楽寺

八角三重塔（上田市）、大法寺三重塔（青木村）、松本城

（松本市）、旧開智学校（松本市）、縄文のビーナス（茅

野市）、仮面のビーナス（茅野市）、楽焼茶碗（諏訪市サ

ンリツ服部美術館）、紙本墨画寒山図（諏訪市サンリツ

服部美術館）以上です。だいぶ前になりますが、信州

の鎌倉というキャッチフレーズで、観光誘致を図った

ことがありましたが、自らを鎌倉の２の次だと言わん

ばかりの、このキャッチフレーズがあまり好きになれ

ませんでした。今までこれほど近いところに２つの国

宝の三重塔、２つの重要文化財の三重塔がある所を見

たことがありません。惜しむらくはこれらがすべて五

重塔だったらと思います。そうすれば全国に誇れる場

所になったかもしれませんが、三重塔でももう少し売

り出し方を考えられないかと思っています。

［会員卓話］	 	 	 　　		 高橋　鼓さん

　こんにちは、本日は会員卓話

の機会をいただきありがとうご

ざいます。

　改めて自己紹介をさせていた

だきます。

　今年の６月に伝統ある上田ロータリークラブに入会

させていただきました。「高橋鼓」と申します。

　まずは、私の仕事に関連するお話を少し。お手元に
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１位なんです。

　少し前のデータになりますが、平成30年（2018年）工

業統計調査によると、ギターの出荷額は長野県が29

億７千500万円で全国１位！

　東に美ヶ原、西には日本アルプスを望む松本盆地は

寒暖の差が大きく、日本でも有数の乾燥した気候で、

古くから木工産業が盛んでした。

　高度経済成長期には家具製造などの木工関連会社が

いくつもあり、楽器製造では1950年代にすでに県内で

バイオリン、クラシックギター製造が始まっていまし

たが、1960年、松本市にバイオリンの製造を目指して

創業したメーカーが市場の動向を調査し、クラシック

ギター製造に転向しました。それが松本市を中心とし

た信州のギター製造の始まりです。

　1962年、松本のメーカーがアメリカ向けにギター製

造をスタート、そこからエレキギターの生産が松本の

重要な産業の一つとなっていきます。

　そして高度経済成長期には機械金属工業も盛んに

なったことで、木工以外の需要にも対応できる土台が

でき、部品の製造・調達から塗装に至るまでの工程を

地元で行うことが可能となりました。

　都会ではない松本という地で外貨を直接稼げる稀有

な存在となりました。

　1970年代に入ると多くの海外ミュージシャンが来日

するようになり、使用しているエレキギターが注目さ

れるようになると、日本の音楽誌でもギター広告が

大々的に行われるようになり、国内にもようやくエレ

キブームが到来して、その需要が高まりました。

　信州産のギターはその品質の高さから海外ブランド

数十社のＯＥＭ生産を請け負うまでになり、国内外の

有名ブランドを松本の企業が牽引していきました。そ

の他のメーカー各社も松本及び近郊で多くのブランド

が製造されています。

　実際、中古のギターで製造が信州産だった場合、他

のエリアで作られた物よりも値が付きます。

　それだけ信州産ギターへの信頼度は高く、日本国内

だけでなく海外でも認知度・信頼度は高いです。

　そんなギターの今までの最高価格は約6億4,000万

円。ニルヴァーナと言うバンドのカート・コバーンが

生前使用していた1959年製Martin	Ｄ－18Ｅが、ギター

としては史上最高額となる金額です。

　２位はピンク・フロイドと言うバンドのデヴィッ

お配りしたのは、今年上田市の小学生が作成した新聞

で、今年の「信毎子ども新聞コンクール」で優秀賞を受

賞した作品です。

　この様に、最近ＴＶや新聞でも大きく取り上げられ

るようになった「空き家」ですが、私が所属する宅建協

会と上田市で協定を結び「空き家バンク」事業というも

のを行っております。

　最近はコロナ禍で「移住生活」「２拠点生活」の人気の

高まりと、重ねて「移住したい都道府県」で長野県は１

位と言うありがたい結果があり、「空き家バンク」事業

は順調にいっている様に思います。

　実は我々不動産業者からすると10年以上前から「上

田市へ移住したい」と言う方は相当数おり、その方た

ちは私が想像するより「上田市」の事を細かく調べ上げ

ており、こちらが驚かされることが多々あります。

　しかし最近は、県内他の市町村が積極的に移住者

を受け入れようと、補助金やイベントを行っており、

全国的に移住者の取り合いが発生している状況で、

「上田市へ」と言う方は減ってきている印象がござい

ます。

　当初の「空き家バンク」事業の印象は、なぜか？埼玉

県からの移住希望者が一番多い、売れる物件価格は

500万円まで、定年退職後の人…

　そんな感じでしたが、最近は子育て世代の方や、開

業したい方なども見受けられるようになりました。

　見学やご契約いただく物件も、程度の良い中古住宅

や建売住宅も候補に入るようになり、１つの物件で10

組の見学があった場合、その半分は県外からの移住者

といった事も少なくありません。

　しかし最近お会いした移住者さんの話で「上田市に

移住したくて来たのですが、周りの受け入れ態勢がな

い…」と寂しそうに話されているのを聞き、非常に申

し訳ない気持ちになり、今後解決していかなければな

らない課題もございます。

　次に私の趣味の話をしたいと思いましたが、ギター

コレクションの内容や、バンドをやっていたころ、髪

の毛が腰まであったお話をいたしましても、興味のな

い方には全くの退屈な話になりますので、音楽や楽器

に関する「お金」の話を、すこしさせていただきます。

　まず私がコレクションしておりますギターですが、

我々が住んでいる長野県、実はギターの出荷額が全国
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ド・ギルモアが所有していたブラック・ストラトキャ

スターの約４億2,000万円です。

　今、世の中で販売されている最高額のギターは、ご

存じの方も居るかもしれませんが、Gibson社のフラッ

グシップモデルであり、もはやエレキギターの代名詞

とも言える“Les	Paul”モデルです。

　中でもエレキギターの中で最も人気が高いと言って

も過言ではない1959年製のレスポール・サンバースト、

通称“Burst”。

　現在に至るまで復刻やコンバージョン、様々なク

ローンモデルなど、レスポールの頂点に君臨する“1959	

Burst”。これは1958年後期から1960年の僅か２年ほど

に制作されたサンバーストのレスポール・スタンダー

ドのみで、その生産数は1200～1500本とも言われ、加

えて当時のリペア技術は現在のように認知されておら

ず、不具合で廃棄処分されることも多く、現存する個

体数は極めて少なくなります。

　当時の販売価格は265ドルで、日本円換算にて

95,400円、今での100万円程、また現在と違い当時は

骨董品としての価値は無くリセールも悪く、単純な“楽

器”としての嗜好品であったが故、一般の人では到底

手の届かない“高嶺の花”でした。

　現在ではどのモデルよりも高騰を続け、平均相場と

しては4,000万～5,000万円前後、特に状態の良いもの

ですと8,000万円～１億円でも取引される程、今も昔

も変わらないエレキギターの不変の頂点あるがゆえの

プレミアムな価値を誇っております。

　因みに私はこのGibsonの59レスポールを２本所有

しております。

　復刻バージョンですが…

　ちなみに楽器最高額は皆さまもご存じ、バイオリン

の「ストラディバリウス」で、今年６月の競売で、20億

6000万円で落札されました、これは日本の「カレーハ

ウスCoCo壱番屋」を展開する壱番屋の創業者が2007年

から所有していた物だそうです。

　次にアーティストの収入源の１つにコンサートがあ

げられます。　

　最近のチケット代は席によってかなり違います。

　海外有名アーティストで一番高いＶＩＰ	ＳＳ席は

128,000円もします。

　有名アーティストはチケット１枚数万円が普通に

なっている印象です。

　１つ例を挙げてみます。

　東京ドーム等５大ドームのコンサート収容人数は約

５万人。

　チケット代を少し安く見積もって、平均10,000円で

計算すると、１公演でチケット収入は５億円となります。

　その内アーティストに入るのは約15％と言われてま

すので、7500万円となります。

　バンドメンバー４人だった場合「日当1875万円」

です。10公演すれば１億8750万円になります。

　次にどの世代の方もご存じのビートルズのお金の

話です。

　ビートルズは解散から50年程経った2019年度に、

5000万ポンド（約68億円）を超す収入を得たそうです。

アップル・コア社は12カ月間に5024万4899ポンド（１

日換算で約1900万円）を売り上げたそうで、変わらな

い人気ぶりを裏付ける結果となっており、ポールやリ

ンゴそしてジョンとジョージそれぞれの未亡人、オノ・

ヨーコとオリヴィアは同社から各610万ポンド（約8.3

億円）を受け取っているそうですが、これはビートル

ズとしての収入だけです。

　意外な話ですが、ビートルズ活動時のステージの出

演料はリンゴが一番多くもらっていたそうです。理由

としては、当時絶対数が少ないドラマーは優遇されて

いたとのことです。

　全盛期の1967年当時、ジョンとポールの概算年収

「124万５千ポンド」で、今の日本円に引き直すと約100

億円になります。

　2018年時点での話ですが、ジョン・レノンの遺産と

なる不動産らは、年間1200万ドル（13億円）を稼ぎ続け

ています。オノ・ヨーコさんの資産は、８億ドル（870

億円）です。ビートルズでは２位です。

　ジョージ・ハリスンの遺産は、４億ドル（430億円）

と言われています。３位です。

　リンゴ・スター総資産、３億5,000万ドル（380億円）。

　そしてポール・マッカートニー12億8,000万ドル

（1,400億円）です。

　そしてお金について、ポール・マッカートニーはこ

んな事を言っております。

　「お金に関する素晴らしい点は、それで可能になる

物事だ。家族や友達が、健康に問題があれば、『援助
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するよ』と簡単に言えるからね。お金に余裕があって

一番良い点は、人を助けられるということ。」

　それでは最後に、ジョン・レノンの言葉をお伝えし

て、終わりにします。

　「ビートルズは、ほしいだけの金を儲け、好きなだ

けの名声を得て、何も無いことを知った。」

　以上です。

　本日はありがとうございました。

［『ロータリーの友』紹介］　　		 		土屋勝浩　副委員長

１．ロータリアンつくるめし

　それでは左開き横書きの８

ページをご覧ください。今月は

「ロータリアンつくるめし」とい

う特集記事が組まれ、こだわり

の食事や食材が紹介されています。まず、「健康めし」

として取り上げられていたのが、宇都宮陽東クラブ

の天川主税さんが勧めるヨーグルトです。天川さん

は以前から花粉症がひどく、ヨーグルトに蜂蜜をか

けて食べると良いと聞き、試してみたのですが、効

果が得られませんでした。ある時、たまたま好きな「き

な粉」をかけて食べてみたところ、症状が軽くなった

と言うことです。

　次に、テレビでシナモンが頭皮に良いという番組を

見ていて、ダメ元でシナモンをヨーグルトに入れてみ

たところ、頭皮への効果はわかりませんが、なんと花

粉症の時期に薬を飲まなくても過ごせるようになった

そうです。体と食材の相性は試してみないと分からな

いものですね。

　次に、「元気めし」として、盛岡南クラブの内山篤美

さんから赤いつけそばが紹介されていました。盛岡で

はダシのきいたつけダレにキムチと唐辛子を入れて蕎

麦を食べるそうです。その辛さが食欲を刺激し、心と

体にパワーがみなぎってくるそうです。信州もそば処、

皆さんもキムチと唐辛子入り蕎麦を試してみてはいか

がでしょうか。

　そして、「ゲン担ぎめし」として小樽クラブの江川栄

一さんが紹介していたのが「まぐろのかぶと焼き」です。

13ページに写真がありますが、皿に盛りきれない大迫

力です。行きつけの店で４時間じっくりと弱火で炊い

てもらうそうですが、特に目玉の奥のゼラチン質の肉

が美味しいということです。北海道ならではの豪快な

料理、山国にいる私たちにとってはうらやましい限り

です。

　14ページからは、管理栄養士の視点から、都城クラ

ブの田村香代子さんによる「イマドキの食の新常識」と

いうコラムが載っています。栄養ドリンクは値段が高

いほど効果があるのか、皆さんも疑問に感じたことが

あると思いますが、実は疲労回復を求めているなら価

格よりもフルスルチアミンの量で選ぶのが良いようで

す。飲む時間も夜は寝付きが悪くなるので、午前中が

良いようです。

　また、健康食品の代表である納豆は食べ方に注意が

必要だそうです。納豆に含まれる栄養素「ナットウキ

ナーゼ」は熱に弱いので、アツアツのご飯にのせたり、

納豆汁にしたりするとせっかくの栄養が壊れてしまう

そうです。そうは言っても、細かいことには気を使わ

ず食事は楽しく食べたいものです。自分流のスタイル

を貫いてください。

　そして、なんと言っても「料理をすること」それが

最大のパワーフードだそうです。美味しい不味いは

別として、料理すること自体、ストレス解消と気分

転換につながります。同時に、家族からの感謝も得

られるわけですから、やってみて損はありませんね。

「男子厨房に入らず」は過去の話、ロータリアンたる

もの得意料理のひとつやふたつ持って、周囲を楽し

ませてください。

２．この人を訪ねて

　右開き縦書きの９ページからは浦和クラブの尾崎康

さんの記事が載っています。尾崎さんは、四十年前に

「十五の夜」や「アイラブユー」といった曲で若者のカリ

スマと呼ばれた歌手、尾崎豊さんのお兄さんだそうで

す。５歳違いの兄弟ということで、喧嘩をすることは

あまり無かったようですが、康さんのやることはすぐ

に豊さんも真似していたようで、豊さんが音楽の道

を志したのも、康さんが弾かなくなったギターを手に

し、グレープの「精霊流し」や「無縁坂」を歌い始めたの

がきっかけだったそうです。弟の豊さんはデビュー後

すぐスターダムにのし上がったのですが、覚醒剤に溺

れ28歳の若さでこの世を去りました。康さんはその後
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司法試験に合格し、97年に弁護士として働き始め、悩

んでいる子供たちを救おうと、少年事件を多く担当し

てきたそうです。豊さんは歌で若者を救い、康さんは

法律をもって救う…何と素晴らしい兄弟ではありませ

んか。

　康さんは、2004年から裁判官となりました。裁判官

となる人はトップエリートですが、世間をあまり知ら

ないままに法廷で人を裁くことになる人が多いようで

す。人を刺した傷害事件を裁くとき、刺した人間の気

持ちを理解するのは大変難しかったと当時を振り返っ

ています。

　その後、埼玉県弁護士会に戻り、2016年に浦和中ク

ラブに入会しました。尾崎豊の兄ということで歌を

歌ってくれとお願いされることが多く、最初は戸惑っ

ていたようですが、今は率先して歌っているというこ

とです。

　生前、弟の豊さんと飲んだとき、豊さんは「しかじ

生前、一杯の酒」という漢詩の一節を口にしたそうです。

その意味は、「死後に莫大な財産を残すより、生きてい

るうちの一杯の酒の方に価値がある」というもの。私も

深い意味を感じさせられました。

３．「ロータリーを一言で説明すると」

　次に、20ページをご覧ください。ちょうど中段に

「ロータリーを一言で説明すると」という丸亀クラブの

横田龍男さんのコラムが載っています。私たちもよく

「ロータリーってどんなところ」と聞かれることがあり

ます。皆さんは、ちゃんと説明できるでしょうか？「奉

仕する団体です」と当たり障りのない言葉でお茶を濁

していることはないでしょうか？

　ロータリーには色々な側面がありますので、どの面

から語るかにより、世間の見方は変わります。自分で考

え、自分の言葉でロータリーを説明することが地域社会

へのロータリーの広報につながるようです。ロータリー

には117年の歴史があります。人それぞれに思い描くロー

タリー像があるため、一言で語ること自体が難題ですが、

一言でないと一般の人には分かりません。

　1923年度に国際ロータリー会長を務めたガイ・ガン

ディカー氏の言葉を借りると、「ロータリーは人間の

体質改善を行うものである。ロータリーの内部で体験

を積むにつれて、人はロータリアンとなる」と表現さ

れていたそうです。それを、横田さんなりに意訳する

と「ロータリーは人間を作る、学校のようなところ」と

いうことになります。従って、ロータリーの会費は授

業料になります。だから例会には休まず出席せよとい

うことになるのですね。

　私も欠席がちなこれまでを反省しながら、自分なり

にロータリーを表現できる言葉を探して行きたいと思

います。

［幹事報告］　	 	 	 　 櫻井雅文　幹事

１．地区事務所

　　クラウドファンディング

　　「信州こどもカフェ応援

　　プロジェクト」への協力

　　について（長野県よりお願い）

　　2022-2023年度

　　ＲＬＩ	PartⅢ　開催のご案内

２．丸子ＲＣ

	　　2022-23年度

　　ＩＭ・会員セミナーの開催のご案内

３．長野西ＲＣ

　　第27回インターアクト地区大会への御礼と報告

　　書送付

４．佐久ＲＣ

　　事務局員変更のお知らせ

５．長野南ＲＣ

	　　創立40周年記念誌

６．	一般社団法人比国育英会

　　バギオ基金2021年度事業報告の送付と基金への　

　　ご寄付のお願い

７．例会変更

　　長野北ＲＣ　　　　12月22日　定受なし

　　　　　　　　　　　12月29日　定受なし

　　　　　　　令和５年１月 ５日　定受なし

　　　　　　　　　　　１月19日　定受なし

８．会報恵送　東近江ＲＣ、上田東ＲＣ、丸子ＲＣ
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［ニコニコＢＯＸ］	 　　　		宮川　泰　副委員長

　石井 人さん　石田眞人さん

出田行徳さん　伊藤典夫さん

小幡晃大さん　柄澤章司さん

北村修一さん　窪田秀徳さん

桑澤俊恵さん　桑原茂実さん　

小山宏幸さん　酒巻弘さん　滋野眞さん　関啓治さん　

関勇治さん　高橋鼓さん　滝沢秀一さん　田中健一

さん　田原謙治さん　土屋勝浩さん　土屋陽一さん　

成澤厚さん　三井英和さん　矢島康夫さん　柳澤雄次郎

さん　保科茂久さん

本日喜投額　26名		￥441,000

累　計　　　		￥989,500

［例会の記録］

司会：小熊直人　会場・出席委員　

斉唱：ロータリーソング「我等の生業｣　

●会員卓話　高橋　鼓さん

●年次総会　次年度役員構成について

●会長挨拶

●幹事報告

［ラッキー賞］ 　

　石田眞人さん（矢島康夫さんより、銀座空也の最中）

　石井 人さん

　　（矢島康夫さんより、神楽坂福屋の煎餅）

　土屋勝浩さん

　　（三井英和さんより、岐阜栗きんとん餅）

　土屋陽一さん（滋野眞さんより、新潟雪中梅）

［本日のメニュー］

●カツ丼　●具だくさん味噌汁　●コーヒー

［出席報告］　	 	 	 			 		小熊直人　委員

［次回例会予定］

１月12日㈭　新春合同夜間例会　　　　　	

（12月19日発行）
【会報担当】金子良夫　会報委員

本日 前々回
（11/28）

会 員 数 57 57

出席ベース 55 52

出 席 者 数 44
コロナ欠席2 36

出席免除（b）
（	）内は出席者数 6（4） 　6（1）

出席免除（a）

メーク・アップ
（	）内はMake	up後 　 6（42）

コロナ欠席2

出 席 率 83.64% 84.62%
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