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新春3日午前7時23分　氏乗山付近からの日の出です。柏原霊園より。
（元旦、2日と雲がかかり、初日の出は拝めませんでした。）
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杉　本　　　進

落　合　照　男［1942‒　］

　6回目の年男を迎えた72歳。太平洋戦争真只中、産めよ、
増やせよ、の粗製乱造なので、無芸大食、何の取柄もない
し話も出来ない。
　私の道楽について話をしてみようと思うが、高尚な趣味
や道楽を持っている訳ではないが、あまり人のやっていな
い道楽を楽しんでいることを紹介したい。鉄道の趣味、い
わゆる鉄っちゃんと最近は言われるもの。鉄っちゃんにも
いろいろ在って、撮り鉄、乗り鉄、鉄道用品鉄、模型鉄、
時刻表鉄（今の時間北陸本線の下りサンダーバードは金沢
駅に停車中）などと調べて楽しんでいる。などなど、その
うち自分は“乗り鉄”、特に、寝台特急、ブルートレインに
乗ることが楽しみ。これまでに、大阪を18時出発の「日

本海」“悲しみ本線日本海”という森昌子が唄う歌があるが、
湖西線～北陸本線～糸魚川～信越本線～新潟～羽越本線～
秋田～奥羽本線～青森、朝8時15分着、東北本線～八戸～
東北新幹線（はやて）～東京までの旅。そのほか、東京～
出雲までの「出雲」、大阪～札幌「トワイライト・エクス
プレス」、青森～上野「あけぼの」などに乗っている。特
にトワイライト・エクスプレスの下りは、日本海に沈む夕
日を見ながら食堂車で夕食をとるのが最高。寝台特急も今
では「北斗星」「カシオペア」「トワイライト・エクスプレ
ス」「出雲」の４本しか残っていない、寂しい限りだ。新
幹線もいいが早いだけの旅は、年をとると味気ないと思う。
　

　小生 は昭和17年生まれです。「生々流転」万物は永遠に
生死を繰り返し絶えず移り変わって行きます。小生達がこ
の世に生まれるのと入れ替わる様に17年に亡くなって
行った方々も勿論沢山いる訳です。その中で著名な文人た
ちの作品を少しだけ紹介させて頂き小生の年男所感と致し
ます。いずれも多感な年頃を明治に生きた人達です。

萩原朔太郎［1886‒1942］
　詩集「月に吠える」序文より抜粋
過去は私にとって苦い思い出である。過去は焦躁と無為と
悩める心肉との不吉な悪夢であった。月に吠える犬は自分
の影に怪しみ恐れて吠えるのである。疾患する犬の心に月
は青白い幽霊の様な不吉の謎である。犬は遠吠えをする。
私は私自身の陰鬱な影を月夜の地上に釘付けにしてしまひ
たい。影が永久に私のあとを追って来ないやうに。

北原白秋［1885‒1942］
　詩集「東京景物詩」より「汽車はゆくゆく」の一部
汽車はゆくゆく二人を乗せて空のはてまでひとすじに

硝子窓から微風入れて、煙草吹かして、夕日を入れて、
知らぬ顔して、さしむかひ、―下じゃちょいと出す足のさき
ついと外せばきゅっとふむ ―雲のためいき白帆のといき
河が見えます、市川が　汽車はゆくゆく、―空飛ぶ鳥の
わしとそなたは何処までも
　
与謝野晶子［1878‒1942］
　歌集「みだれ髪」より抜粋
髪五尺ときなば水にやはらかき少女こころは秘めて放たじ
やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君
ゆあみして泉を出でしわがはだにふるるはつらき人の世のきぬ
くろ髪の千すじの髪のみだれ髪かつおもいみだれおもひみ
だるる
　
　歌集「舞姫」より抜粋
桟橋や暮れては母のふところに入るとごとくに船かえりきぬ
美しき御足のあとに貝よせてやさしき風よ海より来るか
みずうみに濁流おつる夜の音をおそれて寝ねぬ山の雨かな
舞姫のかたちと誉めよむかしの絵そへ髪たかく結ひたる人を

そよかぜ

そら

（2）平成26年1月29日 58期‒第 3号

年男放談

年男大いに語る



上　沼　俊　彦
　私は、今年還暦を迎える年男ですが、干支（十干十二支）
でいうと、甲午です。相場の世界では、午年は、「辰巳天井、
午尻下がり」といって、あまり良い年ではないようですが、
甲午の年は、「殻を破って変革し、跳ねる年」という意味
もあるようです。私が生まれた60年前は昭和29年（1954年）
で、まさに、戦後の高度成長が始まった年でもあります。
何はともあれ、良い年であってほしいと願ってやみません。
　さて、振り返って、昭和29年は、どんな事件等があっ
たのか。私の記憶では、自衛隊法が成立し、警察予備隊が、
自衛隊になった年。芸能面では、春日八郎の「お富さん」
がヒットした年。というくらいでしたが、年表で調べてみ
ますと、米国のビキニ環礁での水爆実験があり、いわゆる
「第五福竜丸」事件があった年でもあります。今、東日本
大震災による福島原発事故で、放射能汚染が叫ばれていま
すが、たぶん、昭和29年の地球上の放射能汚染量は、こ

れを上回るものだったのではないでしょうか。日本でも、
放射能の雨が記録されたようです。スポーツ・芸能面でい
うと、力道山･木村政彦組対シャープ兄弟のプロレス対決
があり、12月には、力道山対木村政彦戦があったと記録さ
れています。私は、自分が生まれた年にあったこの対戦は、
リアルタイムで観てはいないのですが、戦前、戦中、戦後
と無敵の柔道チャンピョンであった木村政彦がこの一戦に
負けて、柔道界、プロレス界からも消された存在になって
しまった事実に以前から興味を持っていました。平成23
年、その事実を掘り起こした書籍、増田俊也著「木村政彦は、
なぜ力道山を殺さなかったか」が発刊されました。格闘技
好きには、たまらない内容の作品です。ここでは詳しく述
べられませんが、興味があったらぜひお読みください。放
談後、代田先生にご指摘をいただきました。昭和29年は、
飯田長姫高校が、春の甲子園で優勝した大切な年でした。

幹事　近　藤　政　彰

　10月19日㈯・20日㈰の両日、地区大会が松本市のホテ
ルブエナビスタにて開催されました。ホストクラブは、あ
づみ野ロータリークラブで、大会テーマは『人生の嶺心豊
かな奉仕の歩み』でした。
　この大会で特に印象に残ったことは、まづは辰野克彦RI
会長代理のメッセージ伝達とRIの報告でした。時間が長
い割には充実してゐて、一つ一つが納得のいく説明であり
ました。
　次に感心したのは、スリランカ出身のタヌージャ・マー
ラシンハさんの卓話でした。諏訪ロータリークラブの世話
で、米山奨学生として来日しました。信州大学農学部大学

院を卒業して、現在はキューピー株式会社にて働いてゐま
す。小柄な身体のどこにあのやうな強い意志と行動力がひ
そんでゐるのかと驚くばかりでした。いづれは故国に帰っ
て御国のために大変な貢献をされるであらうと期待したい
と思ひます。
　最後は登山家の田部井淳子さんの記念講演です。36才の時、
女性として初めてエベレストに登頂した有名人で、演題は
『人生は8合目からがおもしろい』でした。70才を越えた今
も海外登山に出かけ、中高年に登山の手ほどきをし、更にボ
ランティアで登山を通じた活動を行ってをります。その若々
しい実行力は我々も見習はねばと心を新たにした次第です。

2013～2014年度地区大会に参加して

 職業表彰
　今年の職業表彰は、社会福祉法
人ゆいの里、介護支援専門委員市
瀬君子さんでした。11月20日の
例会で表彰が行われ、市瀬さんよ
り施設の説明、お仕事のご苦労な
どのお話をお聞きしました。

 ガバナー公式訪問
2600地区、2013̶2014年度ガバナー、
宮坂宥洪氏（岡谷ロータリークラブ）
が11月6日の例会に訪問されまし
た。現在のRI、ご自身のロータリー
感についてお話しいただきました。
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小　林　由　孝

　10月16日、飯田に錦秋の訪れを告げる恒例の「月見例
会」が舞鶴に於いて開催されました。あいにく当日は日中
から不順な天候でしたが、午後６時の点鐘の頃にはお月様
も気を利かせたのか雲間からきれいな顔を出し、例会に花
を添えました。
　飯田ロータリー例会に続いて開催された月見例会は、伊
坪会長のご挨拶に続いて中村直前会長の乾杯で始まり、時
をおかずこれも恒例の「利き酒大会」となりました。
　今回利き酒用に用意されたのは、信州の豊かな大地が育
んだ東西南北の地酒６種類。飯田市・喜久水酒造の「銀泉」、
木曽町・七笑酒造の「七笑辛口」、池田町・大雪渓酒造の「大
雪渓蔵出し」、諏訪市・宮坂醸造の「銀撰真澄」、佐久市・
千曲錦酒造の「金紋千曲錦」、須坂市・遠藤酒造場の「渓
流吟醸150周年」、以上6銘柄は旧2級酒というカテゴリー
に分類されるものが多く、比較的特徴が分かりづらいこと
もあってか銘柄当てに真剣な参加者の方々の舌を大いに悩
ませました。その結果2銘柄を当てた3名の方が最高賞と
なり、記念品が贈られました。また惜しくも1銘柄のみを

当てた方々には「半沢直樹グッズ」が贈られ、来年の「倍
返し」に向けて決意を新たにされたご様子でした。利き酒
大会終了後もその余韻でお酒やお話が弾み、今回も楽しく
和やかなうちに例会が終了しました。
　会員とそのご家族、さらにローターアクトの仲間が揃う
このような親睦会は、ロータリーの理念を共有する絶好の
機会となっています。来年も多数の参加を期待してご報告
といたします。

月見例会のご報告

谷　口　春　之

　11/30 ～ 12/1の二日間、飯田RCの親睦旅行に初めて参
加させて頂きました。今年は式年遷宮を迎えた伊勢神宮へ
の参拝をメインに、伊勢・志摩方面への旅行となり、多く
の皆様にご参加頂くことが出来ました。
　伊勢神宮では近藤幹事の御尽力で外宮・内宮ともにお神
楽を拝見でき、また普通では入れない場所まで連れていっ

て頂いて参拝することが出来ました。賑わっているものの、
凛とした荘厳な雰囲気に圧倒され、古来の歴史を感じる事
が出来ました。昼食ではそれまで我慢してきたお酒が解禁
になったこともあり、観光モードに突入です。宿泊先の志
摩観光ホテルは夕食のコースが素晴らしく、特にメインの
黒鮑はまさに絶品でありました。場所を移した二次会も多
数御参加頂き、「居酒屋404号室」の住人として改めて御
礼申し上げます。翌日の買い物、鳥羽水族館も堪能させて
頂きましたが、鳥羽市内での蒸し料理の昼食が素晴らしく、
蒸籠と料理に圧倒されながら美味しく頂き、帰路につきま
した。1日目の夕食ではワイン15本・ビール20本に加え、
2日目の昼食では日本酒4升・ビール20本・焼酎2本、1日
目の昼食や車内での分も合わせると合計は「？！」。これだ
けの酒量を、ごく短時間で、しかも全く乱れることなく飲
み切った飯田RCを改めて誇りに思った親睦旅行でした。
親睦委員長の松村先生、また参拝に御尽力下さった近藤幹
事に改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

親睦旅行記
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　私の父は、飯田ＲＣのチャーターメンバーではあり
ませんが、創設1～ 2年に入会したメンバーで、私も
子供心に父とロータリークラブとの関わりが強いと感
じられましたし、熱心に活動していたのではないかと
思います。その当時の家族会は夫婦だけではなく子供
も参加していたような記憶があり、私もその中に入り
一緒になって「手に手つないで」を歌いました。だか
ら私は入会前からロータリーソングを歌えたのです。
私が強烈に印象に残っているのは、あるメンバーの歯
科医院にはロータリーメンバー専用の治療台があり、
父はいつもその席で歯の治療を受けていたことです。
私はそれを見て、ロータリークラブとは特別な人たち
の組織なのだという強い印象を持ったことを覚えてい
ます。きっと父はロータリーライフを堪能したのでは
ないでしょうか。
　私がロータリーに入会したのが平成5年です。その当
時は会員も90名以上いましたし、会場も今と違い「福
本」でした。父もまだ在籍していましたが、わたしもロ
ータリーについて聞きませんし、父も話しませんから、
古くからロータリークラブには接していましたが、皆さ

んと同様、全くクラブの詳細も解らずに参加していまし
た。しかし人数が多いこともあり、ほとんどの方が私よ
り年配でありましたが、名士の方々ばかりで、まだ若造
であった私にとっては色々と参考になるお話を聞かせて
いただき、例会に出るのが楽しく感じたものです。
　飯田ロータリークラブも世代が随分変わりまして、
昔のことを知る人が少なくなってきましたが、歴史の
あるクラブですから良い伝統は大切にしていきたいも
のです。

父と私とロータリー 中　村　洋次朗

宮　下　茂　樹

　今年も早いもので12月11日、シルクホテルにて恒例の
年末家族会開催となりました。初参加の奥様、そして新会
員の方も含めまして51名という多くの皆様にご参加を頂き
まして誠にありがとうございました。松村親睦活動委員長
そして伊坪会長のご挨拶に続き、飯田市への社会福祉事業
支援金をご出席の佐藤副市長にお受け取りを頂きました。
浜島前々会長に乾杯のご発声を頂き和やかな宴が始まりま
した。今年になりましての新入会の方は5名ということで

近藤幹事よりユーモアあふれるご紹介を頂きました。アト
ラクションはご好評の“まっしゅ＆kei ”さんに今年もお願
いし、アメリカ仕込みのクラウン芸（道化師）と音楽との
融合というのはとても珍しいそうですが、お二人の息の合
った汗だくの熱演に場が盛り上がりました。一年の最後に
皆様で手に手つないでのロータリーソングという場面は、
ロータリーにお世話になって漸く二年目の私にも少しずつ
馴染みが出来て、皆様の絆を感じていいもんだなと感じ入
りました。不束な司会でございまし
たが皆様お世話様になりました。

年末家族会　報告
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　本年も宜しくお願い致します。マンスリー 1月号をお届けいたします。早いものでもうすぐ立春です。まだまだ
寒い日が続きます、お体を大切にどうぞ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クラブ広報委員長　加藤仁成）

　戦争の悲惨さが直接の戦争ではなく、それが為に棄民
となった満蒙開拓団の人達が実際にあった中国残留孤児
「陸一心」日本名「松本勝男」が主人公です。
　ソ連国境近くの北満日本人開拓村で昭和20年8月9日
のソ連参戦以降、７歳となった松本勝男少年は、家族や住
民とともに夜昼関係ない逃亡の末、結局生き残った妹とも
それぞれの悲惨な人生に生き別れせざるを得なくなりま
した。
運よく松本少年は中国人の小学校の先生である「陸徳志
」という非常に人道性の高い人に救われて、「陸一心」とな
り大学まで出してくれたのです。
しかし、「文革」の嵐に巻き込まれ生死をさまようような辛
酸な生活を余儀なくされてしまうのです。養父の陸徳志の
懸命な行動で、復権するとともに、中国共産党に入党し、
国の基幹産業の技師として活躍できるようにまでなったの
ですが、そんな折、偶然にも日本の父である「松本耕二」に
仕事の中で運命の再会をするのです。それも、再会できた
妹の「あつ子」が亡くなった直後でありました。
　「陸一心」は国の重要産業の製鉄所が完成した後、日本
の父「松本耕二」の希望である日本への帰国と、養父の「
陸徳志」への恩などとの葛藤のすえ、養父母、妻、娘そして
多くの友人や中国、党のために中国に残る決意を新たに
したのでした。

　私は昨年3月3日に行われた下伊那グループIMの満蒙
開拓団・中島多鶴さんのお話と重ねて、この本を読みました。
登場する人物と背景は、ほぼ実際にあったこととあまり差
異はないだけに、幾度か涙を流しながら読むこととなりま
した。
　国とは、政治とは、戦争とは、民族とは、そして家族とは・・・。
深く、深く考えさせられる内容でもあります。
歴史に学ばなくてはならないとは言いますが、確かに私達
戦後生まれの日本人達は余りにもこうした過去を知らな
すぎるように思います。
経験した先人達は辛い過去を忘れようとあまり私達に話
してはくれません。ただ勇ましい話題だけは今また跋扈し
始めてきているような気がします。
　「二度と戦争はしてはならない」とは言われますが、悲惨
な経験するのは当事者ではなく、一般庶民であることが戦
争の常なのであります。
そうした意味からも、この「大地の子」は実際に中国といっ
た難しい体制の国の中に入って何年も取材をし、政府要
人にも会って直接話しもしながら得てきた情報をこうした
小説にまとめられた「山崎豊子」という作家にも敬服する
次第です。
　又、自分の人生に対し真摯に生き抜く気概というものが
如何に大切なのかも教えられた小説でもあります。

「大地の子」 小畑正人

私のこの一冊

【著者】山崎豊子

　11月2日、第109回飯田ロータリークラブの秋季ゴ
ルフコンペが高森カントリークラブで行われました。
当日は、雲一つなく絶好のコンディションでした。参
加した精鋭？ 6名のゴルファーの皆様には日頃の忙し
さを忘れて心ゆくまでゴルフを楽しんで頂きました。
（写真は、スタート前の記念撮影。バックの紅葉がきれ
いです。左から外松さん、伊坪さん、畠中さん、中村さん、

伊藤、落合さん。ご参加ありがとうございました。）　
　競技はハンディキャップ方式で行われました。優勝
はグロス80で回った落合照男さんがハンディキャップ
9、ネット71で見事勝ち取りました。当然ベストグロ
ス賞も落合さん。実力をいかんなく発揮されました。
筆者の私は、ゴルフの神様に手を差しのべられてなん
とか100を切り、ハンディキャップ25で2位になりま
した。懇親会表彰式は上郷の原宿さんでした。1日メ
ンバーと楽しく過ごすゴルフってやめられませんね。
　今回優勝した落合さんはじめ皆様への賞品は「お肉
券」でした。美味しい肉で体力を蓄え、さらに元気な
ゴルフライフを楽しみましょう。会長の畠中さんも予
定が合えば寒中でも行いたいとおっしゃられています
ので、今回参加出来なかった皆さんも奮ってご参加く
ださい。次回をお楽しみに！　　　（幹事　伊藤桐人）
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