
奉仕を実践し、より豊かな人生へ

《 ふるさとの山 》
今年度は飯田の町から見ることのできる、山の紹介をします。
初回は飯田市民の山、『 風越山（標高1535m）』です。市街地のどこからでも見ることができ、美しい山容は飯
田のシンボルです。山中にある、「白山神社本殿」は室町時代の建造物で、一の鳥居や隋神門もあり見事な社
殿です。山麓には猿庫の泉、今庫の泉があり、飯田の茶の文化を担っています。秋には、紅まんさくの紅葉が
きれいです。
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会　長　伊　坪　　　眞

　次年度RI会長のロン D.バートン氏は、2013－2014年度
のRIテーマとして、『Engage Rotary Change Lives（ロー
タリーを実践し　みんなに豊かな人生を）』を掲げ、「今日
のロータリークラブの例会風景は、従前と様変わりしてい
る部分はあるものの、その中の中核的価値観である、奉仕、
親睦、多様性、高潔性、リーダーシップこそが、ロータリ
アンとして私たちを定義付けるものに変わりありません。」
と述べておられます。
　また、第2600地区の2013－2014年度ガバナー　宮坂宥
洪氏は、地区活動の標語として、『人は得るものによって
生計をたて、与えるものによって人生を築く』（賢者の言葉）

を掲げておられ、
さらに、RI戦略
計画の中に示され
ている、3つの優
先項目…１.クラ
ブの支援と強化　
2.人道的奉仕の重
点化と増加　3.公
共イメージと認知
度の向上と、5つ
の中核的価値観…

1.奉仕　2.親睦　3.多様性　4.高潔性
5.リーダーシップを、次年度の行動目
標とされました。本年度も、RIテーマ、
並びに2600地区方針を尊重し、クラ
ブ運営に務めて参ります。
　今後、更なる会員増強には当然力を
結集し、成果を得たいと思っておりま
すが、今期は、飯田ロータリークラブとしての長期計画を
策定する上で基礎となる年度とすべく、少ない人数の中で
も、一人ひとりがロータリアンとしての力を十分発揮出来
るような組織にしていくことが必要と考えます。そして、
歴史と伝統のあるクラブとして、1つの方向性を示すこと
が出来るようにCLPを実践し、会員の皆さんと楽しみな
がら完成度を高めていきたいと思っております。
　また、59年度において、RYLAのホストをお引き受けす
るにあたり、早速本年度から準備を始めなければなりませ
ん。様々な情報を収集し、飯田ロータリークラブが、
RYLA支援による青少年奉仕活動における、1つの方向性
を示すことが出来れば、と考えております。
　何卒、会員諸氏の絶大なるご協力をお願い致します。
　まずは会員自らが、更にロータリーライフを楽しむこと
から始めましょう。一年間よろしくお願い致します。

奉仕を実践し、より豊かな人生へ

幹　事　近　藤　政　彰

　本年度、伊坪会長の下で幹事を務めることになりました。
ロータリークラブでは、会長幹事とセットで呼ばれること
が多いのですが、伊坪会長と私とでは、経験も知識も差が
ありすぎて、足手まとひといふ言葉が、ぴったりであります。
　幹事役をはじめてから、やっとこさ気が付いたことは、
今まで何と無関心で来たことかといふことであります。
　伊坪会長の包容力に甘えてゐる自分にあきれつつも、こ
れで行くしかないと覚悟を決めてをります。
　先だっての会長幹事会では初対面にもかかはらず、和気
藹々とした雰囲気で相談をすることが出来ました。これも
ロータリーの会員であるといふ共通点があればこそのこと
で、あらためてロータリーの値打ちを思ひしらされたこと

でした。この時初めて知ったことです
が、飯田東ロータリークラブのガバナ
ー補佐の宮嶋逸雄さんは、私の高校時
代の同級生の旦那さんでありました。
そこでセンショにも出身をお聞きした
ところ京都であるとのことでした。海
辺のお生まれなのでせうか、魚には大
変詳しい様子で、今年の冬には、下伊那グループの会長幹
事会でグルメ旅行に行くことが決まってしまひました。
　あと11カ月間、多くの先輩の皆様の知識をお借りして
幹事の仕事を全うするやう頑張りたいと思ひます。どうぞ
よろしくお願ひ申し上げます。

中村直前会長から伊坪会長へバトンタッチ

（2）平成25年8月28日 58期‒第 1号

新年度スタートにあたり



委員長　外　松　秀　康

　本年度、クラブ運営委員長を仰せつかりましたが、私自
身は親睦活動委員以外の経験がありません。幸い、小委員
長の皆さんをはじめ、経験豊富な委員の皆さんが揃ってお
り、安心してお任せできます。小委員長をはじめ全会員の
皆様からもお気づきの点をご指摘、ご指導いただき、その
責務を果たして参りたいと考えます。
　ＣＬＰを導入して2年目となります。委員会内の構成は、
前年度と同じに進められますが、ＣＬＰを導入した目的を
再確認する中で、進化と浸透を図っていかなければいけま
せん。クラブ運営の全てのベースにあるのが、会員の親睦
と相互理解です。会員の交流を深め、楽しくクラブに参加

していただけように努めて参ります。その上で、組織とし
ての活力を向上させる為に必要なことが、会員の増強です。
全員の皆様にご協力いただき、一人でも多くの仲間を増や
して参りたいと思います。その為にも、内外への広報が大
切になりますし、プログラム委員会による魅力ある例会を
企画して参りたいと思います。ニコニコＢＯＸへの協力も、
楽しいコメントを添えてお願いします。
　本年度の伊坪会長のテーマである「奉仕を実践し、より
豊かな人生へ」を推進する為に、その基となる円滑なクラ
ブ運営ができますように、皆様のご協力を重ねてお願い申
し上げます。

クラブ運営委員会

委員長　中　村　洋次朗

　前年度より組織改革が行われ、職業奉仕、社会奉仕、青
少年奉仕（前年の新世代奉仕）の3つの委員会が小委員会
になり、それをまとめて奉仕活動委員会になりました。RI
の第一の標語は「超我の奉仕」であります。自分のためで
なく、他の人のために尽くす。まずは職業を通じて奉仕す
る。そして、そこから広がる社会奉仕と国際親善、また青
少年の育成に尽くすことを目的としています。我々、奉仕
活動委員会はその中の三奉仕を担います。
　今年度の伊坪会長のテーマは｢奉仕を実践し、より豊か
な人生へ｣であります。我々一人一人が積極的に奉仕を実
践し、精神的な満足感を得ることにより、人間性のある豊

かな人生を歩んでいかなければならないと思います。その
ために、従来各委員会が行ってきた事業を踏襲し、確実に
実践する事が大切であります。そして今年度から｢未来の
夢計画｣が実施されますが、わが飯田ロータリークラブも
新しい事業を模索し、従来継続した事業と新たな事業の融
合を考えていきます。そして事業の整理を行い、他団体に
移管できるものはしていくことも必要です。具体的な事業
は各小委員会で検討、実施されますので、当委員会は、３
つの小委員会が動きやすいよう、潤滑油になればと思いま
す。会員の皆様のご協力、ご支援よろしくお願い致します。

奉仕活動委員会

委員長　三　石　邦　英

　今年度の職業奉仕担当を仰せつけられました。初めての
職業奉仕委員ですので、大変な責任と戸惑いを感じており
ます。幸いなことに、当委員会は、ロータリー歴の超ベテ
ランであります、代田先生と元会長の前田さんが控えて頂
くことが大いに心強く思います。
　ロータリーの本質的であります「職業奉仕の概念」の重
要さを絶えず想い描きながら本年度の1年間を務めさせて
頂きます。
　さて、本年度の方針につきましては例年とほぼ同じで真

新しい事はありません。
　従いまして、毎例会のルーチンは例年通りです。
　あとは、職業奉仕月間における事業及び職場例会におけ
る事業所見学の二大事業如何に皆さんにご満足頂けるかで
す。委員会で十分吟味をして実行したいと思います。
　不慣れですので色々とお世話になります、またご迷惑を
お掛けするかとはおもいますが、1年間ご協力を宜しくお
願い致します。

職業奉仕小委員会
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委員長　木　下　伸　二

　本年度社会奉仕を担当させていただくこととなりまし
た。よろしくお願いします。
　さて、社会奉仕委員会は、ここ数年にわたり飯田ロータ
リークラブが主体となって行う「新たな社会奉仕活動」を
模索してまいりました。伊坪丸船出の最初の例会での伊坪
会長の挨拶では、今年度の事業目標の一つとして、この新
たな社会奉仕活動を総意をもって決定し、できれば軌道に
乗せてゆきたい、といった趣旨の発言をされました。突然
の重たい発言を受け、担当者としては恐れ戦きましたが、
時すでに遅し、会長の命を受け前に進めるしかありません。

　そんな訳で、当委員会としては全精力を傾けてこの事業
に取り組む所存です。
　早速、会長により、船出早々首尾よく組まれた当委員会
主催の夜間例会を開催させていただき、会員の皆様のこれ
に向けての率直且つ今まで以上に具体的なご意見を伺うこ
ともできました。
　優秀な委員会のメンバーの皆様のお力をお借りしつつ、
何とかまとめてゆきたいと考えておりますので、会員の皆
様方のより一層の御協力を、是非ともよろしくお願いしま
す。

　

社会奉仕小委員会

委員長　上　沼　俊　彦

　今年度から名称が新世代奉仕小委員会から青少年奉仕小
委員会へ変更となりました。
　しかし、標準ロータリークラブ定款による新世代奉仕は、
「指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プ
ロジェクトへの参加、世界平和と異文化理解を深め育む交換
プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好まし
い変化がもたらされることを認識する」とあり、この定義は
変わらないと思います。そして、「我々ロータリアンには、
若い人々が抱えるさまざまなニーズを認識し、彼らの人間的・

職業的成長を支援する責務がある。」とうたわれています。
　今年度もこの精神で青少年奉仕活動に取り組みたいと思
いますが、当クラブが提唱する飯田ローターアクトの構成
メンバーが減少しております。ローターアクトの今年度の
活動と会員増強への皆様のご協力をお願いいたします。
　また、来年度は、下伊那地区で当クラブをホストとして
RYLAが開催されます。この準備期間として重要な年とな
りますので、新たに選任されるRYLA委員をサポートして
まいります。

新世代奉仕小委員会

委員長　春　原　　　農

　今年度は春原、濱島　松本、平栗の四名で委員会活動を
進めてまいります。　よろしくお願い申し上げます。
　国際社会のなかで日本におかれた役割とその重要性はま
すます大きくなっておりますが、政治的、経済的に世界情
勢はかつてないほど複雑になっております。　そのような
環境下で国際奉仕を通じて少しでも世界に向けて貢献でき
れば素晴らしいことだと思います。
　“個々のロータリアンの責務”の中に次のようなことが書
かれています。
　愛国主義にとらわれず、国家的または人種的優越感によ
って行動せず、他国民と強調する共通の基盤を求め、理想、
言論、集会の自由、迫害と侵略からの解放、欠乏と恐怖か
らの解放を享受できるように、個人の自由を守る法律と秩

序を擁護し、国家間の平和を推進するよう常に勤め、この
理想のために個人的犠牲を払う覚悟をすべきである。（抜粋）
　国際奉仕とは、というと少し重くなってしまいましたが、
これがロータリーでもあるのです。
　飯田ロータリーの国際奉仕委員会は以下の事業をしてま
いりますので、ご協力よろしくお願いたします。
1.　ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付行為は、こ
れまでの取り組みを本年度も継続してまいりますので
ご協力お願い申し上げます。

2.　米山小学生の卓話招聘と交流に取り組んでまいります。
　　今年は11月13日の例会にバングラディシュのファイ
サル・カビールさんをお招きし、お話を聞く予定です。

3.　ポリオ撲滅運動に協力していきます。

国際奉仕委員会
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　物語は、敗戦の日から始まる。「ならん、ひと
りの馘首もならん！」。異端の石油会社「国岡商
店」を率いる国岡鐵造は、戦争でなにもかもを
失い残ったのは借金のみ。そのうえ大手石油会
社から排斥され売る油もない。しかし国岡商店
は社員ひとりたりとも解雇せず、旧海軍の残油
浚いなどで糊口をしのぎながら、逞しく再生し
ていく。20世紀の産業を興し、人を狂わせ、戦
争の火種となった巨大エネルギー・石油。その
石油を武器に変えて世界と闘った男、出光興産
の創業者・出光佐三をモデルにした、ノンフィ
クション・ノベル大作です。
　2013年本屋大賞、『海賊とよばれた男』百田
尚樹（講談社）が「私のこの一冊」です。本書
のモデルである出光興産(株)は弊社の主要取引

先ですので、普段余り読書習慣のない私ですが
義務感にかられ読むことになりました。しかし
読み始めますと上下二巻とかなりボリュームが
有るにもかかわらず一気に読むことが出来まし
た。大家族主義、巨大国際石油資本との軋轢、
日章丸事件、精油所建設等、出光佐三氏の95年
の生涯とそれにかかわった人々の人生がドラマ
チックにまたリアルに描かれています。
　そのなかで私が最も刺激を受けたのは、全て
を失った敗戦の日、出光佐三氏が60歳であった
ということです。私は今63歳ですがすでに精神
的に老け込んでいます。出光佐三氏が60歳にし
て再スタートを切り、今の出光興産を作り上げ
た力強さと勇気に頭が下がる思いがしました。
私もまだまだ頑張れるはずです。頑張らなくては。

　夏が来れば思い出す、はるかな尾瀬、遠い空…ずっ
と以前から憧れていた尾瀬に、ロータリー入会の翌年
行くことができました。
　トレッキング同好会の山行きで、土曜の午後バスで
出発、ふもとの水上温泉に一泊後、早朝鳩待峠から尾
瀬ヶ原を目指して、外輪山をめぐるコースと、山の鼻
に直接下りるコースに別れ竜宮を目指しました。私は
山歩きをするコースを選びましたが、ブナ、シラビソ
の林に中を歩く山道はところどころにコシアブラの山
菜も見られ、足元はすべり歩きにくく信州の山を歩く
のと変わりはありませんでした。富士見田代から尾瀬
ヶ原に下り始めると、緑の湿原が目の前に徐々に広が
り始め、心躍る気分でした。木道を歩き始めるとそれ
までの山道と違い、なんと歩きやすいこと。右手はる
かに、尾瀬のシンボル、東北最高峰燧ケ岳が聳えてい
ます。
　帰りは、尾瀬ヶ原を至仏山目指して、ひたすら木道
を歩きます。山に囲まれた盆地一面湿原です。水芭蕉
の季節は終わっていましたが、わたすげの花が迎えて
くれます。気がつけば風とともにゆっくり動いている

島があり、これが浮島です。湿原の中には山女の群れ
もみられます。周りに目を取られ歩いていると、時々
木道から足を踏み外し湿原に落ちそうになります。終
わってみると、お昼ご飯もあわてて食べたほどの強行
軍でしたが、憧れの尾瀬を満喫でき素晴らしい一日で
ロータリーに入ってよかったなと感じたときでした。
　帰りのバスの中では、まだ世に出ていなかった綾小
路きみまろのプロモーションテープを聴き大爆笑でした。
　この尾瀬、東京電力が何億円も出して保護したそう
ですが、今はどうなっているんでしょうか、心配です。

「海賊とよばれた男」 原　治義

心に残るロータリーの体験 加　藤　仁　成

私のこの一冊
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私のRotary Moment



　伊坪新年度がスタートし、マンスリーの１号をお届けします。今年度は表紙にふるさとの山、いつも目に
している飯田の町から見える山のご紹介をします。昨年度ロータリーの友に掲載されていました。私のロー
タリーモメントを募集いたします。ロータリーに入ってよかったこと、うれしかったことを発表して下さい。
読書家の方が多いと思われます、皆さんに勧めたいこの一冊をご紹介下さい。本年度もご協力お願いいたし
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クラブ広報委員長　加藤仁成）

　去る6月30日、57年度の最終日に、本年度2回目
の飯田ロータリークラブゴルフ同好会のクラブコン
ペが高森カントリークラブにて開催されました。当
日の参加者は、9名で、この日で退会された大蔵さん
も参加されました。第1回目は、生憎の雨模様でした
が、今回は、薄曇りであまり暑さも感じずにプレー
できたかと思います。
　今回は、飯田ロータリークラブゴルフ同好会のハ

ンデ戦ではなく、会員からご提案いただいたダブル
ペリア方式により競技が行われました。当日の成績
は、不詳　伊坪が、ハンディキャップに恵まれ、優
勝させていただきました。また、同伴プレーヤーは、
最初ゴールドで回ると仰しゃたのにもかかわらず、
全てレギュラーティーで回ってくださった三石さん
と、中村直前会長のお二方で、大変和やかな雰囲気
の中でプレーすることができました。
　この日は、大変出入りの激しいゴルフであったた
め、ダブルペリアの隠しホールと、私のスコアがう
まく重なり、結果として25.2のハンデがつき、
NET70.8のスコアで優勝させてもらいました。
　57年度のゴルフコンペは、下伊那グループコンペ
を加えると3回開催したことになります。その都度、
同好会幹事の久保田さんには大変お世話になりまし
た。紙上をお借りして御礼申し上げます。
　次年度の会長は、会員増強PJ委員長にお願いする
ことにしましたので、畑中さんの素晴らしい企画に
期待いたします。1年間ご協力、ご参加いただきまし
た会員の皆さん、本当にありがとうございました。

　（伊坪　眞）

第108回第108回第108回第108回 飯田ロータリークラブ飯田ロータリークラブ飯田ロータリークラブ飯田ロータリークラブ
ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催

　ロータリーの友６月号の表紙を飾っていた『なんじゃもんじゃの木』が

飯田にもあります。もともとその地方には珍しい大木、何の木だろう？と

いう意味から言われるようになった名前ですが、ヒトツバタゴのことが多

いようです。（モクセイ科、落葉高木）アップルロードを運動公園に向かい、

三日市場の信号の右奥の斜面に聳えているのがそれです。八幡街道がこの

辺を通っていた昔、こじきがお昼を食べ、いらなくなった箸をさしておいたら大きくなったと伝

えられています。昭和のはじめには大木であったと、近くの古老は言います。一時は柵を結って

大切に扱ったそうですが、今は荒廃地の中で無言で歴史の移りを見守っています。

なんじゃもんじゃの木
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