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例会場　シルクホテル　☎23-8383
　　　　会長　中 村 洋次朗　　幹事　外 松 秀 康

飯田RCがホストで３月３日に行われましたIMは、
会員、水無月会の皆さんがお互いに協力し合い、
大変素晴らしいミーティングになりました。
飯田RCの深い絆を感じた一日でありました。

会長　中村洋次朗  



下伊那グループ　ガバナー補佐　落　合　照　男
　「天の時・地の利・人の和」という言葉があります。今
回のＩＭ事業ではその言葉を身にしみて感じております。
　それは次の様な印象を持ったことからです。
　天の時―田中作次ＲＩ会長が「奉仕を通じて平和を」と
いうテーマを出しました。
　地の利―会場を3月3日という日にシルクホテルさんに
設定出来ました。
　人の和―飯田クラブの皆様の経験と柔軟な考えで準備・

運営が出来ました。
　小生の様な者がガバナー補佐で
あった事で会員諸兄には多大な負
担をおかけ致しまし  た。
　小畑実行委員長・代田副委員長・
中村会長はじめ皆様に改めまして
有り難く厚く御礼を申し上げる次
第です。

ＩＭお世話になりました

IM実行委員長　小　畑　正　人
　「平和」について改めて考えることができた本年度の下
伊那グループIMでした。
　落合ガバナー補佐の強い思いでの今回のIMはそういっ
た意味においても大いにその目的を達成出来たことと思い
ます。
　昨年秋以降、実行委員会を立上げ、それに従い委員会を
実行し、以来会員の皆様による大きな行動力と気持ちとが
結集され、3月3日に良い形で表れてきました。飯田クラブ
の暖かな雰囲気がこうした催しを行う毎に強く感じます。
　各委員会に於きましては、それぞれの持ち場の意味を十
分ご理解いただき、漏れのない計画案ができて参りました。

　そんな中で個人的
にまた企業において
積極的に業務の作業
負担や資材のご提供
なども頂き、改めて
クラブ内の友情に感
動した次第です。
　更には、実行委員
会は全て手弁当とい

うように、経費負担を個人で、又、
登録費も上乗せしていただき、水
無月会の会員の方々にも業務のご
負担のみならず、登録費負担まで
していただいてようやく懐勘定が
合うこととなりました。
　講師の方々のお話は時間がもっ
とあればもっと深い内容迄伺うこ
とができたとは思いますが、IMという限られた時間と予
算では対費用的からみましても大きな成果を得ることがで
きたのではないかと満足しています。一般公開の形をとり
ましたが、出席者の数ではなく、それまでの過程や報道機
関への対応は大変意味があったのではないかと思います。
　又、他グループのガバナー補佐の方が二名ご出席いただ
き、慌てましたがうれしい事の一つでした。改めて落合ガ
バナー補佐の熱意に感服致しました。
　会員の方々をはじめ、水無月会の皆様、多くの方々に深
く感謝申し上げ、クラブの発展を祈りつつ実行委員会から
の報告といたします。

下伊那グループIMを終えて

松　澤　　　徹
　12時にお泊まりの下諏訪温泉あぶらや旅館にお迎えに参
りました。
昼夜逆転の生活をされているとのこと、また公演前は食事
をしたくないとの事で、そのまま車を飯田に向けて走らせ
ました。

私の妻と同じ歳で独身との自己紹介がありました。
岡谷インターで長野道に入り、ジャンクションを過ぎると、
車のスピードが3桁になりました。
最近タクシー乗車中に追突事故に会われたとの事で、スピ
ードを出さないように運転手に注文がありました。

梯久美子さんの送迎を担当して

諏訪以南は初めてとの事で、中央アルプスや南アルプスの山
並み、天竜川や山里の景色にとても興味をしめされました。
「わたし鉄ちゃんなんです。」とカミングアウトされ、飯田
線に乗りたいとのことでした。
飯田インターでおり、本町、りんご並木、桜並木を経て飯
田駅にご案内しました。
林檎をモチーフにした駅舎を気に入られ、リニアモーター
の飯田駅が現駅と違う場所にできる事を残念がられており
ました。
新青森駅と鹿児島中央駅があまりにも対照的であるとのこ
とでした。
全国各地の鉄道駅を訪れている方の言葉を重く受け止めま
した。 
　梯先生は、栗林中尉を調べれば調べるほどに、日本の軍

人の生き様や心遣いを、文
字にしようという強い思い
に突き動かされてライター
になられたとの事で、公演
での一所懸命さそのままの
方でした。
ぜひ乗りたかった飯田線に
飯田駅からひとりで乗車頂
き、天竜峡駅でお迎えし、
天竜峡インターから三遠南
信道、中央道で茅野インタ
ーでおり、茅野駅まで送らせていただきました。 
　良い時間を頂き、落合さん、中村さんはじめクラブの皆
さんに感謝します。
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《新入会員紹介》

「よろしくお願いします」 井　坪　寿　晴

　2013年2月より入会させて頂きました有限会社井坪工務店の
井坪寿晴と申します。
　先輩の皆様よろしくお願いします。
　弊社は飯田市上郷黒田に本社を置き、主に長野県南部の住宅
建築を生業とし半世紀に渡り商売をさせて頂いております。
　創業者の口癖でありました《一度建てて頂いたら親戚同様のお
付き合いがしたい》という言葉の実現の為、日本一のありがとうを
言っていただける仕事を目指し、日々技と心の向上に魂を注いでお
ります。
　また情報と共に情熱までが伝わる家づくりを実現すべく自社設
計、施工、管理を軸とした出会いからアフターサービスまでの一貫し
たワンストップ体制に創業以来こだわり現在までに、この飯田市を

中心とした長野県南部の地域で約3,000棟の住
宅建築に携わらせて頂きました。世代をつなぐ
住まいで未来に向けて美しい伊那谷の街並みを
手掛けてゆく事が、弊社のビジョンです。
　私自身は昭和４６年11月生まれの４１歳。家族は妻と子供１４長
女・１１次女・５長男の5人と母とで暮らしております。小さい事を気
にしない明るく前向きな性格ではありますが、酒の席では楽しくな
り不作法な部分が出てしまう可能性を恐れています。いろいろと
ご指導よろしくお願い致します。
　今回、伝統と歴史ある飯田ロータリークラブに入会させて頂き、
紳士な先輩たちを得ることができ感激しております。私自身も立
派なロータリアンになれるように精進してゆきたいと思います。

松　本　英　伸
　2月13日シルクホテルにて雪見例会が開催されました。
　会員25名、水無月会のご婦人７名、ロータアクト会員1
名の33名の参加により楽しく例会ができたこと、皆様に
感謝申し上げます。
　中村会長からは、今年は昨年に比べ気温は低く、降雪量
も多いとのお話の中、前日夕方から降った雪もほとんど融
けた中での雪見例会となりました。

　今回の特別ゲストは矢高先生のご手配の下、飯田交響楽
団5名の女性による管楽5重奏で「80日間世界一周」「あな
たが欲しい」「ディヴェルティメント」の3曲、最後にア
ンコールとして「舟歌」の演奏があり、普段こんなに近く
で生演奏を聞く機会がない私にとっても大変貴重な、楽し
いひと時を過ごすことができました。「舟歌」の演奏時には、
カラオケでどなたかが歌いだすのではないかと心配、いや
期待された方もありましたが。
　宴会は、恒例の濱島直前会長の喜久水での乾杯で始まり、
進行役を務めていただいた中田会員のトークもあり、和気
藹々のうちに進み時間がたつのも忘れるほどの楽しい会と
なりました。
　なお、「舟歌」のカラオケは井坪会員の歓迎会を兼ねた
二次会でどなたかが見事に歌われておりました。

雪 見 例 会

　12時にお泊まりの下諏訪温泉あぶらや旅館にお迎えに参
りました。
昼夜逆転の生活をされているとのこと、また公演前は食事
をしたくないとの事で、そのまま車を飯田に向けて走らせ
ました。

私の妻と同じ歳で独身との自己紹介がありました。
岡谷インターで長野道に入り、ジャンクションを過ぎると、
車のスピードが3桁になりました。
最近タクシー乗車中に追突事故に会われたとの事で、スピ
ードを出さないように運転手に注文がありました。

諏訪以南は初めてとの事で、中央アルプスや南アルプスの山
並み、天竜川や山里の景色にとても興味をしめされました。
「わたし鉄ちゃんなんです。」とカミングアウトされ、飯田
線に乗りたいとのことでした。
飯田インターでおり、本町、りんご並木、桜並木を経て飯
田駅にご案内しました。
林檎をモチーフにした駅舎を気に入られ、リニアモーター
の飯田駅が現駅と違う場所にできる事を残念がられており
ました。
新青森駅と鹿児島中央駅があまりにも対照的であるとのこ
とでした。
全国各地の鉄道駅を訪れている方の言葉を重く受け止めま
した。 
　梯先生は、栗林中尉を調べれば調べるほどに、日本の軍

人の生き様や心遣いを、文
字にしようという強い思い
に突き動かされてライター
になられたとの事で、公演
での一所懸命さそのままの
方でした。
ぜひ乗りたかった飯田線に
飯田駅からひとりで乗車頂
き、天竜峡駅でお迎えし、
天竜峡インターから三遠南
信道、中央道で茅野インタ
ーでおり、茅野駅まで送らせていただきました。 
　良い時間を頂き、落合さん、中村さんはじめクラブの皆
さんに感謝します。
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　クラブ広報委員長を拝命して5回目のクラブ会報の発行となりました。親しみやすく、読みやすい会報を目指
して作ってきましたが、満足の出来る会報は難しいです。そして、絆の写真を皆さまから頂き原稿も協力して
もらい何とか発行出来ました事を感謝致します。最終号は今までの最終回の会報と異にした会報を発行したい
と思います。皆さまに親しみを感じる楽しい会報を発行したいと思います。　（クラブ広報委員長　久保田栄一）

『山水楼』 伊坪　眞

　今日紹介するのは、飯
田市中央通り2丁目にあ
ります、広東料理の「山
水楼」です。
　最近、飯田市内にも、

中国人経営の中華料理店は増えていますが、「山
水楼」は、飯田市内では、歴史の古い中華料理店
の一つです。中華料理の代表的なものは、北京料
理、四川料理、広東料理が挙げられますが、中で
も「広東料理」は、「食在広東」と表現されるように、
素材の美味しさと、上湯スープの上品な味わいを
堪能出来る料理で、「山水楼」でも充分それを味
わえます。
　私のお薦めは、五目固焼きそばと、餃子の組み
合わせで、特に餃子は、中国北部の代表的な形で
はなく、焼餃子を上湯スープで炊いたようなスタ
イルでいただけます。
　宴会料理もバラエティー
に富んでおり、楽しい食事
になること請け合いです。
　一度賞味してみてくださ
い。

『三河屋』 大田英行

　常磐町の三河屋は大好きな食堂で
す。『がんこなオヤジと昨日まで美人だ
った（?）女将が経営している』と誰か
のブログに書かれていますが、そんな
ことはない、女将の美しさは現役です。

今日はよくがんばったよなあ、という日に仲間と行く三河屋が最高
です。裏庭にいる活きうなぎを蒲焼にする高級コースもありますが、
いわし丸干しを中心にヘルシーなものをお願いします。野菜たっぷ
りの料理とあわせて、喜久水をドーンと一升ビンのまま置いてがぶ
飲みします、いえ、じっくり味わいます。最後にいただくお蕎麦が
これまた絶妙で、まさに酒飲みの気持ちをわかっていてくれるの
が三河屋です。
　古くからのお店なので数多い有名人が色紙を残していますが、
何といってもあの阿部定が昭和の初めに三河屋でしばらく働いて
いたと聞いて驚きました。
　三河屋を出てりんご並木に向かうとPANDORAという不思議で
魅力的な空間があります。夜間例会の３次会に数人で行きました
ら、100人収容の広いフロアとステージ、
壁に並ぶ数多くの水槽と色鮮やかな魚と女
性の歓迎を受けました。ステージで歌って
踊って、なかでも歌いながら客席を回る谷
口さんのパフォーマンスが上出来でした。

　平成25年4月3日に飯田RCと合同で例会を開催いたし
ました。
　飯田RACでは、招待行事（ソフトバレーボール大会）
やチャリティーバザーの様なイベント的な例会以外では、
各々で興味を持った題材を調べて発表したり、講師の方を
お招きして専門的なお話を伺ったり、または皆で何かを作
ったり体験したりする知識と経験の開発の場としていま
す。この機会で、私たち飯田RACがどの様な活動を行っ
ているのか、何に興味を持っているのか、少しでもご理解
戴ければと思います。今回の例会は私が興味を持っている
「韓国」について学ぶ機会とさせていただきました。
　講師の樋本由希先生は、私の韓国語の恩師でもあり、よ
り韓国に興味を持つきっかけとなった友人でもあります。
初めてお会いした時、自分と歳の変わらない方が韓国語の
教師として活躍されているのに大変驚いたのを覚えており

ます。樋本先生からは韓国
語の勉強以外にも、韓国の
地理や歴史、御自身が旅行
に行かれた際の笑い話など
様々なお話をしていただき
ました。きっと今回のお話
で、より韓国に興味をもた
れた方も居られるのではないかと思います。
　今回の講話で、ソウル市内にも飯田市と同じようにりん
ご並木があること、韓国の新聞の社説で飯田市のりんご並
木が紹介された話を聞いて大変嬉しかったです。現在、領
土問題等で日韓の関係はあまり良好とは言えないですが、
きっと韓国の方は隣国の日本に興味を持ち、本当は日本が
好きなのだろうと思います。またソウルを訪ねる機会があっ
たら、りんご並木を探してみたいです。

飯田ロータリークラブとの合同例会飯田ロータリークラブとの合同例会 国際RA第2600地区　飯田ローターアクトクラブ会長　西川佳美国際RA第2600地区　飯田ローターアクトクラブ会長　西川佳美
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私が推薦する美味しいお店私が推薦する美味しいお店
シリーズ「私の好きな…」


