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吐竜の滝 （山梨県北杜市）
八ヶ岳から流れる川俣渓谷の入口にある吐竜（どりゅう）の滝。中央道長坂 IC から約 30 分で駐車場に到着し、そこから
10 分ほど歩けばこの美しい滝に出会うことができます。落差 10m、幅 15m 程で大きな滝ではないですが、緑に覆われた岩
間から絹糸のように流れ落ちる神秘さは日本画的な風情を醸し出しています。
遊歩道の先には「千枚渕」など名所が点在し、夏にマイナスイオンをいっぱいに取り入れてウォーキングにはもってこいのスポッ
トでしょう。

（撮影・文

加藤優治）
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新年度にあたって
会

創立 60 周年の節目の年に会長

長

外

松

秀

康

に入る CLP については、導入当初の意図を確認し、

をお引き受けすることになりま

見直す点を明確化する中で、地区補助金の活用を

した。よろしくお願い申し上げ

含めた新しい奉仕活動を模索していきたいと思い

ます。入会 10 年目で、飯田ロータ

ます。これらを進める上での基本が、親睦と相互

リーの歴史も、ロータリー活動

理解と考えます。楽しくなければ会員増強もあり

も十分理解しているわけではなく、力不足は明ら

ません。親睦を深める中で、会員の相互交流を深め、

かです。自信は全くありませんが、皆様のお力を

会員の皆様が楽しく参加できる一年にしていきた

お借りして、責務を全うしたいと考えております

いと思います。

ので、よろしくお願い申し上げます。

そして、2016 年 6 月 12 日、創立 60 周年記念式典、

本年度のテーマは「60 年への感謝から奉仕の広

記念事業を予定しております。実行委員会を組織

がりへ」とさせていただきました。飯田ロータリー

して、対応をいただきます。通年の事業にプラス

クラブは、1956 年 6 月 13 日に県内 2 番目のクラブと

しての対応となりますが、よろしくお願い致しま

して創立され、本年度 60 周年を迎えます。長年に

す。全員で心から祝うことのできる飯田ロータリー

亘る先輩の皆様が活動を積み重ねた結果として、

クラブらしい節目の記念日になればと思います。

今日の姿がありますが、私はその歴史も 6 分の 1 を

1956 年生まれの私が、1956 年に創立された飯田

知るだけです。クラブ内を見ても、入会 10 年未満

ロータリークラブの 60 周年の会長を務めるという

の会員が半数近くになる中で、昔を知る皆さんに

のも、何かのご縁かと思います。ただ、経験不足

お願いして、飯田ロータリーの歴史を確認するこ

は明らかであり、間違った対応や、気の付かない

とから始めたいと思います。その上で、次の 10 年

点等、多々出てくることと思いますので、その都

に進むクラブの姿を考えていきたいと考えます。

度ご指摘いただきたいと思います。重ねて、全会

第 1 に来るのが会員増強です。全会員で勧誘にご協

員のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

力いただき、成果につなげていきましょう。4 年目
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幹

事

木

下

伸

二

このたび幹事の大役を仰せ

しい限りです。先輩の方々から、「幹事をやってみ

つかりました。外松会長を補

ないとロータリーのことは良く分からない」、とお

佐し、当会の活動がスムーズ

聞きすることがありましたが、確かにそういう一

に且つ楽しくできますよう頑

面はあると実感している今日この頃です。

張りますので、皆様のご指導
ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
とは言っても、未だに分からないことばかりで

さて、外松年度の最大のイベントは 60 周年記念
事業です。現在、実行委員の人選中ですが、飯田
クラブにおいてこれまでがそうであったように、

不安を感じているのが実際です。外松会長エレク

今回も全会一致の体制で成功裏に開催したいと考

トから教えを乞いながら、昨年から組織役員の編

えておりますので、皆様のより一層のご支援とご

成をしたり、5 月の連休あたりから、会計予算を組

協力をお願いします。

んだりしてくる中で、漸く、その仕組みやお金の

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

流れが分かるようになってきました。入会間もな
くの時期に会計を担当させていただいたことがあ
りましたが、今にして思えば、ほとんどといって
いいほど理解していなかったことを思い、恥ずか

SAA

松

本

英

伸

本年度、「SAA」の役を仰せ

訪問者および来賓に良い印象を与えるようにする

つかり 1 年間担当させていただ

こと。あなたは、ロータリークラブの品位および

くこととなりました。昨年度

威信を落とすようないかなる出来事もこれを防止

の「副 SAA」か ら 副 が と れ、

するように、つねに気を配っていなければなりま

「SAA」とは何の略語なのか、

せん」と書かれています。

そしてその意味・役割は何かと再度確認しました。

なかなか大変な役であり、まだ入会してから 3 年

SAA と は Sergeant−at−Arms の 略 で「武 装 し

の私には荷が重い役ではありますが、皆様方のご

た護衛官」という意味でありロータリーでは「会

協力により、会長方針「60 年への感謝から奉仕の

場監督」という名のごとく、例会場の気品と風紀

広がりへ」に基づき、楽しく実りある例会を運営

を守り、例会がその使命を発揮できるように設営

していきたいと思います。本年 1 年間よろしくお願

しマネージするという大役であるとのこと。
「クラ

いいたします。

ブ委員長の手引き」には「あなたの任務」として「秩
序正しく、品位あり、しかも能率的なロータリー
クラブの会合を維持することに助力し、クラブの
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クラブ運営委員長

久保田 栄

一

クラブ広報には年次計画書

地区の職業奉仕委員会を 6 年も受けてしまっていま

とちょっと角度を変えて飯田

す。そして、地区に出向するとクラブでは出来な

RC 副会長としてまた、地区の

い人間関係が出来ます。究極は中川パストカバナ

職業奉仕委員長としてから書

ーを地区の職業奉仕委員会終わりに岡谷からご自

いてみたいと思います。

宅まで送った事でした。でも、その時は本当に緊

当然、外松会長のテーマ「60 年への感謝から奉

張して運転した事は良い経験でした。

仕の広がりへ」を推進するために、その基となる

ロータリークラブは「職業を通じて社会に奉仕

円滑なクラブ運営を会員の協力の下に進めてまい

する」が一つの目的です。そうは言ってもロータ

りたいと思います。

リークラブは楽しくなければならないと思います。

私は RC に入会して 8 年がたちました。私は父が

それには、親睦を深める事と会員相互交流と理解

飯田南 RC の会員であった事から RC は身近に感じ

と情報交換です。例会に出席していろいろな情報

ていました。父はとにかく生活の中心が RC であっ

を得ることは貴重なことです。また、親睦委員会

たように思います。そして、よく口にしていたこ

の夜の例会には楽しく交流する、これも大切と思

とが、RC 職業奉仕が根幹だからまず同業界に認め

います。益々楽しい飯田 RC にしましょう。

られないとだめだ、という言葉でした。それで、

奉仕活動委員長

本年度の飯田ロータリーク

畠 中

實

なっております。上沼職業奉仕、谷口社会奉仕、

ラブのテーマを外松会長は

榊山青少年奉仕、各小委員長はじめ各委員の方々

『60 年への感謝から奉仕の広が

とテーマ・方針の実現にむけて行動してまいりま

りへ』とされました。
飯田クラブは本年度創立 60

す。
又、当 2600 地区の職業奉仕委員長は我が飯田

周年となり、新しい節目の年となっております。

ロータリークラブの久保田副会長が就任されてお

60 年の歴史を基礎として、新しい奉仕活動を企画

り、奉仕の広がりが出来ます様こちらにも協力し

してまいりたいと考えます。

てまいりたいと考えておりますので、会員皆様の

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕それぞれの委
員会の方針が外松会長より示されており、職業奉
仕では職場例会、職業表彰、職業奉仕の見える化、
社会奉仕は吾妻町ロータリーの碑の清掃、新しい
奉仕活動の検討、次年度地区補助金の申請、青少
年奉仕は RAC の活動並びに会員増強への協力と

ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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国際奉仕委員長

国際奉仕委員会を担当しま
す松澤です。何卒よろしくお
願いします。
委員会の事業としましては

松

澤

徹

客の増加が進み本年は間違いなく 1000 万人をはる
かに超えると言われています。
更に、日本が世界 3 位というポリオ撲滅活動に、
協力を継続してまいります。

まず、寄付活動の推進という
ことでひたすら皆様にお願いを申し上げます。

中国・ロシア周辺を中心に、世界中きな臭くなっ

ロータリー財団寄付が、本年度より米山記念奨

ております。改めて、第 4 の奉仕活動である「国際

学会寄付と同様に毎年 1 万円の口座引き落としとな

奉仕」のその歴史的経緯を理解し、個々ロータリ

りました。他クラブのやり方を参考にこの方式と

アンの責務を納得する必要性を感じます。外松会

いたしました。ご理解ください。

長の方針である「60 年への感謝から奉仕の広がり

しかし、本年度も財団寄付者を募る必要があり
ますので、ご検討をよろしくお願いします。

へ」を私は、自身の国際奉仕活動で少し実践した
いと思います。

次に、クラブ例会への米山奨学生の卓話招聘と、
交流に取り組みます。東南アジア諸国とは政治レ
ベルでは摩擦が多いですが、民間レベルでは訪日

第39期飯田ローターアクトクラブ会長

前

島

大

介

前年度に続き、第 39 期飯田

会員それぞれが地区内はもちろん他地区の招待行

ローターアクトクラブ会長を

事等へも積極的に参加をし、様々なアクターと知

務める事になりました、前島

り合う事で人と人との『輪』を大きくしてほしい

大介と申します。新年度にあ

と思っています。

たってという事で、現在のク

また会員それぞれが、仕事でも遊びでも何か 1 つ

ラブの状況と併せ今期の目標等を紹介したいと思

物事へ失敗を恐れず挑戦をしてほしいと思います。

います。

たとえ失敗してしまってもその失敗を糧にして次

飯田ローターアクトクラブは現在、男性 6 名・女
性 3 名の合計 9 名で活動をしております。昨年度は
会員数 6 名で活動をスタートさせましたが、3 名の
新規会員が入会しクラブ内も賑やかになりました。
そこで、今年度も昨年度に引続き新規会員の勧誘・
入会に力を入れていきたいと思っております。
そして、今期はクラブテーマを『輪』としました。

を頑張ろう、といった気持ちを持ってほしいとも
考えています。
最後になりますが、この 1 年飯田ローターアクト
クラブをはじめ会員一同よろしくお願い致します。
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私のこの一冊

ピケティの「21世紀の資本」について

熊 谷 正 輝

ピケティの「21 世紀の資本」という本が画

回る。つまり資本家のもうけ

期的な本だと評判を呼んでいます。今までの

が一般国民の所得の伸びより

経済学では資本主義の発展とともに富が多く

大きく増えるので格差が拡大

の人々に行き渡って所得分配は平等化すると

すると予想したのです。では

されてきました。しかしピケティは 1870 年

資本収益率が所得の成長率よ

以降の歴史的データによればそれは例外で

り大きくなる必然性はどこに

「資本主義では過去 200 年間、格差が拡大し

あるのか。賃金が労働生産性で決まるとする

今後も不平等が拡大する」と予想した研究で

と生産性が上がると賃金も上がります。国民

あったので大きな反響を呼んだのです。

所得は労働生産性＞労働人口で決まるので人

ピケティの結論は資本主義には不平等化の

口が増えているときは成長率は労働生産性の
上昇率より高くなる。これが資本収益率が成

傾向がある。
資本主義の根本的矛盾の式 r＞g
資本収益率 (r) が国民所得の成長率 (ｇ) を上

わたし

しゅみ

私の趣味

平成 26 年 12 月より、飯田ロータリークラブに入会

させて頂きました 細沢浩紹 です。

会員の諸先輩方には温かく迎えていただき有難うご

ざいます。まだまだ解らないことが多くご迷惑をおか
けするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
卓話のときに少しふれさせていただきましたが、私

長率を上回る原因であり、格差が拡大する原
因であるというわけです。

I like ...

えて挙げるとしたらスポーツ観戦ぐらいでしょうか。
小学生の時から野球をやっていましたが、あまり熱心
になってやってはいなかったようで高校入学した時に
やめてしまいました。でもプロ野球などを見る

のは大好きで日曜日など昼からゆっくりと観てい

る時が多いです。また、あまり普段は見ないのですが

が高校を卒業してすぐに東京のお店に修行のため働か

日本代表のサッカーなども見ることが多く先日あっ

せてもらいました。そのお店はかなり格式があるお店

た、なでしこジャパンの試合も朝からテレビを観なが

でして、仕事もかなり厳しくその当時はかなりきつか

ら応援するなどにわかファンになってます。

った想い出があります。また、休憩や寝たりする部屋

燻製作り ですが、まだ始めて短いのですが自分

が先輩達と同じのためあまり一緒に居たくないのです

で作ったベーコンやローストビーフなど美味しく出来

よね。そのためなのか仕事が終わると同僚と遊びに出

た時はうれしいですね。まだまだ未熟ですがいつか皆

て、先輩たちが寝ついた頃に帰ってくるといった日々

さんにも味わって頂けたらと思います。これからの夏、

だったような気がします。そのような修行時代でした

野球を観ながら手作りベーコンなどで一杯できたらと

が、今思い返せば懐かしくもあり、その厳しさが少し

楽しみにしています。

は自分を変えてくれたような気がします。
さて、経験豊かな諸先輩達に対して自分が紹介でき
るような趣味もたいして持ち合わせていませんが、あ

集
編
記
後

これからも諸先輩方、皆様には大変お世話になると
思いますが頑張っていこうと思いますので、ご指導の
ほど宜しくお願い申し上げます。

いよいよ外松年度に入りました。当委員会も情報交換の場を提供できるよう努めて参りますので、
ご協力よろしくお願いいたします。
本年度は表紙の写真を加藤優治氏にお願いいたしました。加藤氏はアマチュア写真家として種々の
コンテストに出展され、数多くの賞を受賞されておられます。奥様も同じ趣味ということで、仲睦ま
じくご夫婦で各地へ写真撮影に行かれていらっしゃいます。素晴らしい写真をご期待ください。
（クラブ広報委員長 中村洋次朗）

