
南アルプスの女王 “仙丈ヶ岳 ”
　南アルプスで一番目立つ山塊はなんと言っても仙丈ヶ岳でしょう。上伊那の伊那市あたりから聳え立つ凛々
しい姿は当地方でもはっきりと認められ、南アルプスの女王の名にふさわしい名峰と言えましょう。その懐に
抱かれるように飯田市街が見えるポイントでこのカットを写しました。望遠レンズの特徴で遠景と近景が重な
り合うような肉眼では見られない風景となりました。

（Photo sugimoto susumu）
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ロータリーに輝きを

事務所　飯田市通り町4-1293-1
　　　　☎23-3430 FAX23-3433
　　　　URL:http://iidarotary.com/
　　　　E-mail:iidarc@titan.ocn.ne.jp
例会日　毎週水曜日 PM12:30～13:30
例会場　シルクホテル　☎23-8383
　　　　会長　畠 中 　 實　 幹事　武 井 清 彦



会　長　畠　中　　　實
年　頭　所　感

　新年あけましておめでとうございます。

　本年も皆様方にとりまして輝かしい明るい良い年で

ありますように心よりお祈り申し上げます。

　早いもので昨年の7月に伊坪前会長より会長を引き

継ぎ、上半期が終了しました。この間、既に様々な事

業を実施しました。

　まずはライラを開催しました。準備は一年前の会場

の予約から始まり、濱島実行委員長を中心に実行委員

会を立ち上げ、伊坪会長年度より打合せ等を繰り返し

行い、私の年度には、何回もライラ準備のための例会

を開いたほか、数名の会員の方々には臨時駐車場の草

刈り整備をしていただきました。テーマを『リニア時

代における文化の発見と発信』として６つの分科会ご

とにサブテーマを決定し、基調講演として、一般社団

法人地域づくり協会企画部参事・関澤俊明氏にお願い

して、ライラ当日（9月27、28日）を迎えました。

　ライラ当日には総数で160名余りの参加者を迎え、

盛大に開催することが出来たことから、第2600地区

中川ガバナーをはじめ関係各位より高い評価をいただ

きました。

　又、職業奉仕については、10月8日の例会において

長姫福祉会、おさひめチャイルドキャンプ保育士主任・

林文月氏、また飯田風越社会福祉会 風越乳児院保育

士主任・北原貴美子氏の両氏を職業活動功労者として

表彰しました。

　11月15日には、前年度に計画していただいた新地

区補助金プログラムにて、風越寮の子供さんたちに、

天竜舟下り体験の他、卓球台の贈呈も行い、社会奉仕

の事業も出来ました。

　さらに、ボーイスカウト飯田第一団が発団50周年

となり、育成会として集会用のテントの贈呈も行いま

した。

　以上の様に、様々な事業が滞りなく行えましたのは、

すべて会員皆様方のご協力の賜物と感謝申し上げま

す。これから下半期もご理解とご指導をいただきなが

ら、皆で楽しいロータリーを創っていきましょう。
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近　藤　政　彰

　昨年の10月、福岡県の遺族連合会が次のやうな決

議を採択しました。

　「天皇、皇后両陛下　内閣総理大臣　全ての国民に、

わだかまりなく靖国神社を参拝していただくため、昭

和殉難者14柱を分祀すること。」

　この遺族会の皆さんは、大変な思ひ違ひをしてゐる

やうです。英霊とは読んで字の如く、「ひいでたみた

ま」のことであり、霊が英でてゐるためには、その戦

争が「英でた戦さ」、つまり、祖国防衛のために戦っ

たといふ「義」のある戦さでなければなりません。

　私たちの常識では明治維新以降、日本が行った戦争

は、一時期覇権的侵略行動があったことは事実である

けれども、総体的に見れば自衛のための戦争の度合ひ

がはるかに強いのです。であるからこそ、いはゆるA

級であらうがB級であらうが、戦死者全てが「英霊」

として祀られるのです。

　遺族会が昭和殉難者14柱（いはゆるA級戦犯）を

分祀せよと言ふからには、この人たちが間違った戦争

を指導したのだと考へてゐるのでせう。もしさうであ

るならば間違った戦さの犠牲者はいはゆるA級であら

うが、B級であらうが、又一般の戦死者に至るまで英

霊とは見做されないはずであります。

　今後彼等遺族会は英霊とは見做されない霊をどう

やって弔っていくのでせうか。

　問題は何故にこのやうなことが起こるのかといふこ

とです。それはあの大東亜戦争が一体いかなる戦さで

あったのかといふ総括を国家として一度も行って来な

かったからです。私達神社界では、大東亜戦争が祖国

防衛の為の自衛戦争、つまり「義戦」であったといふ

総括は疾うの昔に出来上ってゐるけれども、残念なが

らこれは国家の結論とはなり得てゐません。

　急ぐべきことは、議会制民主主義の名の下に衆参両

議院に於てこのことを決議して、これを国家の意思と

して国の内外に公表することであります。　〈以上〉

幹　事　武　井　清　彦
年　頭　所　感

　新年あけましておめでとうございます。昨年は大変お

世話になりました。本年もどうかよろしくお願いします。

　今年は2015年、年号では平成27年が始まりました

が、飯田ロータリークラブにおいては、第59年度、

上半期が終わり下半期のスタートです。

　平成18年1月25日に入会以来、早9年目になります

が、自分にこの大役が務まるかどうか大変心配でした

が、皆様にご指導、ご協力を頂きながらなんとかここ

まで来る事ができました。

　上半期、昨年9月末に開催されたライラ飯田に於い

ては、会員の皆様に多大なご尽力を頂き、何とか無事

に終える事が出来ました事、心より感謝申し上げます。

　下半期に於いては畠中会長の、一灯を揚げようの

テーマのもと、ロータリー活動が円滑に進むよう幹事

として精一杯頑張りますので、皆様のご協力お願い申

し上げます。
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松　村　一　成

　明けましておめでとうございます。昨年中は皆様に

お世話になりましてありがとうございました。本年も

いろいろご迷惑をおかけすると思いますがよろしくお

願いします。

　さて、私今年は年男となり、60歳になります。自

分自身が60歳になるなど想像もつかなかった事で非

常に慌てております。あまりにも時の進むのが早過ぎ

て、感覚的には40代の後半くらいなのですが、体力

は残念ながら確実に60歳になっています。

　60歳を迎えて、これからどう生きていこうか考え

ると、やはり日本を中心に東南アジア諸国くらいで動

き回りながら生活していきたいと思うのです。マレー

シア、タイ、ベトナム、ミャンマー、シンガポール、

ラオス、インドネシア、フィリピンなど、これから頻

繁にさらに出かけて行って、観光もですが、仕事への

フィードバックが少しでも出来ればいいと思います。

またボランティアでもいいので、仕事関係のことを少

しでも皆さんに伝えられたらいいと思います。寒くな

く冬がないところが一番理想です。

　　少年易老学難成　　一寸光陰不可軽

　　未覚池塘春草夢　　階前梧葉己秋声

　いずれにしても、つい先日まで40歳位のつもりで

いたのが、もう還暦ですから本人が一番びっくりしま

す。上記の漢詩のように気が付かないうちに60歳に

なってしまったのですが、これからは一日一日を大切

にしなければならないと思います。

　飯田ロータリークラブの素晴らしい方々と一緒にい

られることが、私の人生に輝きを与えてくれていると

思っています。これからも頑張りますのでどうぞよろ

しくお願いします。

小　林　由　孝

　2～3年ほど前、インターネットの動画サイトに「鷹

の選択」という1本の動画がアップされました。最高

70年という長寿の鷹は、実は40年を過ぎると長く柔

らかに伸びた爪で獲物も捕れず、くちばしは大きく歪

み、羽は重く身体にまとわりついて飛ぶことすらでき

なくなるという大きな節目を迎えます。ここで鷹は究

極の選択に迫られます。このままただひたすら死を待

つのか、あるいは自ら別のステージを切り拓くのか。

変化を選んだ鷹には壮絶な苦行が待ち受けます。自ら

のくちばしを岩に叩きつけて砕き、新たに育ったくち

ばしで今度は爪を引き抜き、爪が成長したら次には羽

を引き抜きます。こうして半年後、新しい姿に生まれ

変わった鷹だけが、その後30年以上も見事な飛翔を

続けるのです。この動画には「フィクションでは？」

という声もありますが、鷹が見せる変革への決断と覚

悟、忍耐は多くのメッセージを伝えてくれます。とう

に40を過ぎた「未」が一応の節目を迎え、久々にこ

のストーリーに思いを馳せました。

ひつじ

ひつじ

「未の選択」
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　18名の大勢のご参加を頂きまして今年度の白川・

金沢の旅が11/29~30行われました。信南 角谷さん、

服部さんの黄金コンビ（今回で最後・・）で霞煙る世

界遺産白川郷で一服し、前田家菩提寺の高岡市瑞龍寺

へ。戦国から徳川時代にかけて中央政権を立てながら

も、あえて文化中心に栄える道を選んだ、巧みな前田

家の戦略のお話をまるで噺家のように楽しく聞かせて

下さったお坊様ありがとうございました。金沢は、来

年3月の北陸新幹線開業を控え“金沢の夜明け”と言わ

んばかりの期待値の高まりと歓迎ムードが漂っており

ました。かの錦織選手が“のどぐろ”食べたいと言っ

たばかりに、近江町市場ではのどぐろがモテモテ。炙

ったのどぐろの寿司、絶品でした。話だけで申し訳ご

ざいません。夕方には公用済ませて駆けつけて下さっ

た畠中会長も到着、金沢に精通した武井さんのお蔭で

“食と文化の金沢”を堪能させていただきました。な

ぜか帰路にも我々のバスは白川ICを降りてゆくので

す。アルコール補給の為でした。いかに最後まで盛り

上がった旅だったかご想像頂ければ幸いです。伊藤親

睦委員長楽しい設営ありがとうございました。皆様大

変お世話様になりました。

親睦活動委員会　宮　下　茂　樹
親睦家族旅行

　12月10日、恒例の「年末家族会」がシルクホテル

に於いて42名の参加の中、開催されました。例会に

引き続き、伊藤親睦活動委員長、畠中会長のご挨拶の

後、飯田市社会福祉事業への支援として、飯田市長代

理、高田産業経済部長へ目録の贈呈を行いました。

　アトラクションでは、天竜村出身・飯田市在住の森

田梅泉さんによる、笛・フルー

ト演奏を鑑賞。木の実の笛、

隕石の笛による神秘的なオー

プニング曲から透き通る音色

を４曲。最後に森田さんのオ

リジナルヒット曲「ありがと

う」を歌声と共に楽しみ、癒

しのある演奏会となりました。

　その後、原さんの乾杯によ

り家族会がスタート。途中、

豪華シンビジュームが7名に当たるジャンケン大会な

ど、和やかな雰囲気で過ごし、最後にロータリーソン

グ「手と手つないで」を全員で合唱。クラブ内の友情

と結束を深め、今年最後の家族会を終了しました。ご

参加頂きました皆様、有難うございました。

親睦活動委員会　榊　山　隆　彦
年末家族会
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『しゅふふ』阿南町 佐　藤　裕　一
　阿南町の旬採厨房「しゅふふ」は地元の「主婦」たちが調理からサービスまですべてを手
掛ける、地域の食材と手作り・家庭の味にこだわった田舎風バイキングレストランです。
煮物や和え物、炊き込みご飯からデザートまで作り立ての料理が常時25種類前後並んでい
ます。大きな窓と明るいインテリアで内部は清潔感のある広いスペースで気持ち良く「お
腹一杯」食べられます。オープンテラスでの食事もできます。毎日食べても飽きないやさ

しい味が評判を呼び、隣接する日帰り温泉「かじかの湯」にも立ち寄りながら、遠方から訪れる人も多いと聞いてい
ます。ランチメニューのみですが、ご家族とドライブがてら訪れてみてはいかがでしょうか。
◆営業時間：11：30～ 14：30　◆定休日：水曜日（祝日等により変更有り）　◆電話番号：0260－22－2300　◆大人料金（中学生以上）：1260円

『丸現』飯田市伝馬町 上　沼　俊　彦

　仕事柄、飲食店の取引先のお店が多いので、すべてのお店を推薦したいところですが、今回は、
新たに入会された細澤さんのお店「丸現」さんを紹介させていただきます。丸現さんといえば、
元祖ねぎだれおでんが有名ですが、ほかにも私が注文するのが、焼き鳥、牛串、プチトン、お
たぐり、本日のおすすめです。
　当金庫が開催してきている「萩元晴彦ホームタウンコンサート」の打ち合わせや打ち上げで
は、たびたび利用させていただいており、これまでにジュリアード・クァルテット、上海クァル
テットのメンバー、ヴィオリストの今井信子さん、川本嘉子さん、ヴァイオリニストの堀米ゆず

子さん、チェリストの宮田大君などに加え、女優の藤田弓子さんをご案内させていただきました。みなさん、とても
気に入ってくれました。特に川本嘉子さんは、飯田に来たときには丸現さんをご所望で「丸現のおでん食べたーい」
と言ってくれます。締めには、焼きおにぎりか茶そばがお奨めです。今度はロータリーメンバーで伺いましょう。

新しい年が明けました。旧年中は会報の発行に多くの会員の皆様に御協力をいただき有難うございました。引き続き
今年も宜しくお願いいたします。今年が会員の皆様にとって良い年となりますようお祈りいたします。　　（H.H.）

私のこの一冊

　私は60歳以降、純文学系の小説の類は読破していないので、
少し毛色の変わった書物をご紹介してみます。
　「禁じられた遊び」（毎日コミュニケーションズ,2008年）という
刺激的な書名ですが、プロの棋士ではない詰め将棋作家の作品
集です。作者の巨椋鴻之介氏は、本名 佐々木明という青山学院
大学の名誉教授で、仏文学者です。氏は16歳の少年時代に詰め
将棋に出会い、のめり込んで行きました。昭和29年、20歳にして
「近代将棋」という雑誌に7手詰めの作品を創作・投稿し、初入選
を果たしました。以後知性派の詰め将棋作家として、数多くの作
品を創出してきています。
　本書には初期の15手前後の短・中編から、100手以上の超長
編まで62番の作品が、適宜途中図を付けて精しく解説されてい
ます。最長の手数の作品は実に143手詰めで、驚嘆に値するもの
です。フランス語の「カリヨン」（組み鐘・音階を整えた一組の鐘）

と名付けられていますが、詰ますには気が遠く
なりそうな根気が必要と思われます。また古
来“煙詰め”と呼称され、創作が最も難しいと
されている作品も収録されています。この煙
詰めには3つの条件があって、①盤上の駒数
が39枚、②持ち駒はなし、③詰め上がりの盤
面が王将1枚に詰め手側の駒2枚の計3枚、と
いうものです。「風とともに去りぬ」と名付けられたこの作品は
117手詰めで、盤上の駒が煙のように次々と消えて行きます。
　著者の詰め将棋は伏線を巧妙に挿入した上に、変化と紛れが
膨大なので、極め付きの難解作として有名ですが、謎解きの面白
さと深さを堪能でき、最後の収束の美しさは格別です。興味があ
ってお暇な方は一度挑戦してみて下さい。“禁じられた遊び”に
夢中になること請け合いです。但し将棋盤と駒もお忘れなく。

代 田 正 道「禁じられた遊び」 巨椋鴻之介 著
おぐらこうのすけ

けむりづ
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