
厳冬の霧ヶ峰高原
　霧ヶ峰高原は標高1,600～1,800mほどの高原であり、当然に冬は絶好の撮影ポイントとなる
　ビーナスライン沿いから見える朝陽の昇る光景は絶景だ。日の出30分前には刻 と々変わる空のグラデーション、焼ける富
士山、八ヶ岳、乗鞍岳など360度のパノラマ景色を堪能でき、ぴーんと張り詰めた冷気の中で心が洗われる。
　写真は日の出後に高台から移動し、雪を纏った木々の間から顔を出した太陽をポイントに撮影したもの。この凛とした光
景も大好きである。
　天気の良い日には是非お出掛けください。防寒はしっかりと整えて。　　　　　　　　　　　 （撮影・文　加藤優治）
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世界へのプレゼントになろう
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　明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、誠に

ありがとうございました。本年もよろしくお願い

申し上げます。「60年への感謝から奉仕の広がりへ

」をテーマに、2015 ～16年度も折り返し地点を過

ぎました。会長としてここまで来ることができま

したのも、全会員のご支援・ご協力の賜と、重ね

て御礼申し上げます。

　飯田ロータリークラブが誕生したのが1956年6

月13日。2016年の今年、6月に60歳の誕生日を迎

えます。6月12日の記念事業の実施に向けて、これ

から前田実行委員長を中心に準備を進めていくこ

とになりますが、改めてご協力をお願い致します。

メインの記念事業にマラソンの小出義雄監督の記

念講演会が決定し、同一日の中で記念式典、祝賀

会を開催する予定です。皆様の心に残る節目の一

日になるように進めたいと思います。

　この他、地区補助金の事業の組み立て、本年度4

名の入会を得て40名が目前となった会員増強の更

なる強化、職業表彰や職場訪問、卓話も後半に集

中しており、通常の事業についても、次年度への

引き継ぎも意識しながら進めて参ります。

　経済的には楽観できない状況が続く一方、3月に

お練り祭りがあり、南アルプストンネルの着工を

はじめリニア関連も具体化する等、今年も様々な

出来事のある一年になると思いますが、会員の皆

様とご家族にとって実り多い一年となりますこと

を祈念申し上げます。

会　長　外　松　秀　康
年　頭　所　感年　頭　所　感

　　明けましておめでとうござい

ます。昨年は本当にお世話様にな

りました。本年もどうぞよろしくお願いします。

　さて、昨年の7月から本格始動しました外松年度

も半ばを過ぎようとしております。振り返ります

と、総会から始まり事業計画発表、ガバナー補佐

及びガバナーの公式訪問、地区大会への参加、納涼・

月見例会、親睦家族旅行、年末家族会といった事

業を実行して来ました。何分力不足の幹事ですが、

会員の皆様のご協力のお陰と心より感謝いたして

おります。特に宮下親睦委員長はじめ親睦委員の

皆様には、次々とやってくる事業に対し一所懸命

に対応していただきました。また、外松会長は今

年度会員純増2名を掲げてきましたが、武井会員増

強委員長のお骨折りにより、実質3名の純増に貢献

いただきました。クラブを担う若い会員の入会を

いただけたことは、明るい話題です。今年度40名

までは確保したいものです。

　ところで、この6月12日には、当クラブの60周

年記念事業が開催されます。講演会の講師も小出

義雄氏に決定し、前田実行委員長主導の下で委員

会も鋭意計画を進めております。諸先輩の卓話を

お聞きするなかで、ふるきを訪ね、今後の将来を

見据えた事業が全員参加でできますよう、相変わ

らず会員の皆様のご協力をお願いし、年頭の所感

とさせていただきます。

幹　事　木　下　伸　二
今年もよろしくお願いします
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　本年は申年で、生まれた年を含め、7回目の年男

になります。

　70歳を過ぎると、正月を迎えても語るべき抱負

はありません。そこで今年注目しているスポーツ

について話し、務めを果たします。

　今夏、リオ五輪が南米で初めて開かれます。日

本は水泳、柔道、体操などで金メダルが期待され

ていますが、最も興味深い競技は女子レスリング

です。吉田と伊調の両選手には、オリンピック４

連覇の大記録が懸かっています。ことに吉田選手

には、以前のようなスピードを活かした圧倒的勝

利は望めません。なんとか有終の美を飾って欲し

いものです。

　メジャーリーグではイチローが、アメリカでの

通算安打数が3000本の大台まであと65本に迫って

います。去年一年間は、安打数91本、打率221と

自己最低の記録でした。控えの外野手なので出場

機会には恵まれませんでしたが、外傷に気をつけ、

米国の野球殿堂入りを確実なものにしてくれるこ

とを確信しています。

　大相撲では御嶽海に幕内力士として定着し、大

銀杏を結う頃には三役入りを期待したい。

代　田　正　道

　飯田ロータリークラブに入会したのが、2006年

1月25日、満50歳の誕生日でした。その時には、

飯田ロータリークラブと一緒に満60歳を迎えるこ

とは知りませんでしたし、まさか年男で、創立60

周年の会長を務めているとは思いもよりませんで

した。もう10年も経つのかというのが正直な印象

です。

　60歳という響きには抵抗がありますが、個人と

しても、仕事の上でも、節目の年として、次を考え、

行動する一年にして参りたいと考えております。

人口の減少、小売業の出店・価格競争の継続、消

費税の増税と軽減税率の導入やＴＰＰ等に向けた

動き等、今年も大きく変化が予想されます。その

変化の中に潜むチャンスを見逃さない為にも、年

男の今年は変わることへの挑戦を行っていかなけ

ればならないと考えております。

　今年もいろいろとお世話になると思いますが、

よろしくお願い申し上げます。

外　松　秀　康

年男大いに語る

申年に思う
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　2016年の干支は「丙猿」、十干は「ひのえ」、十

二支は「さる」です。この組み合わせが60種類あり、

「甲子（きのえね）」から年が巡って33番目となり

ます。十干、十二支は樹木の成長にたとえられる

らしく、「丙」は形が明らかになってくる頃、昨年

の「乙」はまだ自由に伸びることのできない状態

なので、ちょっと成長するのでしょう。「猿」は「呻

く」の意味があり、実が成熟して行って固まって

行くところ。完熟までは達していない状態です。

　一めぐり前の1956年の日本は、経済は神武景気。

政治では横浜、名古屋、京都、大阪、神戸が政令

指定都市になり、「もはや戦後ではない」と経済白

書に記されました。日本は国際連合に加盟し、戦

後の復興が明確に示された年でした。

社会面では、石原慎太郎が「太陽の季節」で芥川

賞を受賞し、石原裕次郎が出演した「狂った果実」

がヒットし、太陽族ブームが起こりました。その

後のスターになる形が、ハッキリしたような感じ

です。

　さて、2016年はどんな年になるのか？

「丙猿」が成長段階で結果がまだ出ないのであれば、

今後の成長につながる何かをみつけられる年にな

るのでしょうか？まだまだ成長中？

1956年生れ　松　澤　　　徹

　皆様明けましておめでとうございます。旧年中

はお世話になりありがとうございました。本年も

ご指導の程よろしくお願いいたします。

　私は昭和43年1月生まれで48歳になりました。4

月から幼稚園ＰＴＡ会長のお役を頂く予定で、諸々

役の付く年頃であります。一つひとつ誠実に務め

ていきたいと思います。

　さて申年と云えば、お練り祭りの年ですね。東

野大獅子と大名行列が有名ですが、私の住む銀座

は商栄会が「次郎長道中」にて参加いたします。

私は前回から参加していまして、ご縁あり2回目の

参加をすることになりました。清水市から踊りの

お師匠様（藤本紫紅先生）とお付の方がお越しい

ただいて、衣装の着付け、かつらを被せて、白塗

りの化粧を施して貰います。各々に合ったかつら

と白塗りなのでどうなるかはお任せです。当日街

中で、『清水港の名物は～お茶の香りと～男伊達～

♪』と歌が流れてきましたら私がどこかにいます

ので、気軽に声をかけてください。（前回は桶屋の

鬼吉でした。）

　今年度の後半に創立60周年記念事業が控えてい

ます。ロータリークラブに入会して4年目の若輩者

ですが、歴史と伝統ある飯田ロータリークラブに

所属していることを誇りに希望ある未来を胸に、

全力で邁進していこうと思います。

　飯田ロータリークラブの素晴らしい方々から学

びを頂いて、一年間頑張りますのでどうぞよろし

くお願いします。

伊　藤　桐　人

33番「丙猿」

年男の一言
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　12月9日、今年も慣例の『年末家族会』がシルク

ホテルに於いて大勢の参加の中、開催されました。

通常より和やかな例会に続き、宮下親睦活動委員

長、外松会長のご挨拶の後、飯田市社会奉仕事業

への支援として、牧野飯田市長様へ目録の進呈を

行いました。

　アトラクションでは、イングリッシュハンドベ

ルの演奏チーム『ベルフレンズ』さんによるハン

ドベルの演奏が行われました。何種類ものベルが

織りなす幻想的な音の世界が会場を温かく包み込

みました。時間を忘れて聞き入ってしまうような

素敵な演奏会になりました。演奏会の余韻が残る

中、一体感が増した会場では、くじ引き大会が行

われました。会場配置の都合上心配された景品渡

しも皆様のご協力により無事クリアーし和やかで

楽しい時間になりました。

　エンディングのロータリーソング『手と手つな

いで』では、クラブ内の友情と結束輪の強さと大

きさを感じる事もできました。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　井　坪　寿　晴
年末家族会

　11月28～29日に、親睦家族旅行が行われました。

24名の多くの皆様がご参加され、大阪～奈良へ向

かいました。

　お酒も入り和やかなムードのバスは大阪に到着

し、新歌舞伎座において「放浪記」を鑑賞。森光

子さんの代表作が仲間由紀恵さん主演により復活

との事で注目の作品、長い公演時間を忘れるほど

に楽しめました。

　夕食は、奈良ホテルでフレンチ料理を堪能。歴

史ある建物での美味しい食事、当然にお酒も進み

ました。各テーブルには多数のワインが…

　2日目は、奈良市内を観光。修学旅行以来の訪問

という方も多数いらっしゃいましたが、実は私も

その一人。鹿と戯れ、東大寺の大仏を眺めている

うちに昔を思い出したような気がします。独特の

古都の雰囲気を満喫しました。昼食の郷土料理も、

お酒と共に美味しくいただき、ほろ酔い気分での

帰路となりました。

　宮下親睦委員長、楽しい設営をありがとうござ

いました。

　初参加の旅行でしたが、皆様と大いに楽しませ

ていただき、親睦が深まりました。この場を借り

て感謝申し上げます。

親睦活動委員会　赤　羽　克　啓
親睦家族旅行
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　新年おめでとうございます。いよいよ外松年度の下半期が始まりました。また、3月には大宮諏訪
神社の式年大祭、お練りまつりがおこなわれます。丘の上が賑わいを取り戻し、飯田ＲＣの創立60周
年にふさわしい年になるよう祈っております。　　　　　　　　　（クラブ広報委員長　中村洋次朗）

私のこの一冊

　新年早々何とも不粋なことで申し訳ないので
すが、西部邁の「わが憲法改正案」を取り上げ
ます。今までいくつかの改正案が世に出されは
しましたが、平成24年４月に発表された自民党
案ですら現憲法の基本的精神から抜け出せない
でをります。
　西部憲法は違ひます。「前文」の冒頭部分を
紹介しますと「20xx年、日本市民を代表する
わが憲法制定会議は、被占領体制にあって占領
軍の指導により制定された日本国憲法を根本的
に改正し、日本国家および日本市民の活動に対
し新たな規範を示すため、ここに新日本国憲法
を制定する。新日本国憲法は国民主権主義に立
脚する。日本国民とは日本の伝統の中心にある
人間および社会にかんする根本規範をこれまで
担ってきた日本の人々およびこれからも担はう
とする日本の人々のことであり、この人々にこ
そ主権が存する。日本市民は、自分らの決定を
下すに当たって国民の主権の下に服さなければ
ならない。」
　この試案の特徴は現行憲法の基本精神を否定
するためには、第96条の改正規定にもとづかせ

ず、制定権力を新たに設けて革
命的に制定する必要があるとし
てゐる点です。従って制定「議
会」ではなく「会議」とした訳
です。実際には時の国会議員が
制定会議の委員となるでせう
が、形式的には現憲法に基づか
ない「有志」にすぎないのです。そしてこの制度
権力が正しく機能するかどうかはこの「有志」
が市民の意志を代表すると見做されるかどうか
にかかってゐると言ってよいでせう。
　ちなみに第９条の試案は次のやうになってを
ります。
　日本市民には日本国家の独立と安全を保つ義
務が課せられる。そのために日本政府は国防軍
を形成し、保持しなければならない。国防軍は
他国に対する侵略的な目的のためにその戦力を
使用してはならない。また国防軍は自衛のため
の軍事行動を準備し実行するに当たり集団的自
衛や国際的警察を含めて国際協調に最大限の配
慮をしなければならない。
　国防軍の最高指揮権は内閣総理大臣に属する。

近 藤 政 彰「わが憲法改正案」「わが憲法改正案」 著者　西部 邁

　新米ロータリアンの宮澤徹成です。趣味とまでは
言えないのですが旅をすることは好きです。とは言っ
ても暇と時間があるわけでもないので、近年は年に1、2
回気の合う友（安心して下さい男性ですよ）と、日と目
的地だけ決め、あとは車で時間に縛られること無くぶら
ぶら旅を楽しんでいます。
　今の役職になる前は現在ほど仕事に追われることが無
かったためアジア圏の世界遺産を中心に仏教寺院や遺跡
を巡る旅をしました。
　アンコールワットやボルブドゥール（厳密にはヒンドゥ
ー教寺院ですが）、中国兵馬俑、韓国仏国寺、海印寺な
どなどを見聞しました。本当の所は華やかな欧州諸国に
も行ってみたいのですが、さすがに1週間も仕事をサボ
ることは許されるはずもなく、これは老後のフルムーン
の楽しみにとっておこうと思って居ります。
　私が訪れたアジアの国々の殆どは後進国で、タイムスリッ
プしたかの様に感じられ、時計を必要としない、なんとも言

えないアジアの独特の薫りと親近感や原始的風景があり、ア
ジアに填まる一つかもしれません。ただ、仏教の聖地である
インド、ネパールには行ったことがまだありません。【イン
ドを訪れぬ者に仏教を語る資格無し】と言う格言が仏教界に
あるとかないとか‥‥。いつか実現を夢見ています。
　話は戻りますが今年は9月に世界遺産の高野山へ行っ
て参りました。開創千五百年を迎えテレビの特集を観て、
これは是非行ってみたいと思った次第です。どうせ行く
ならと那智の滝も観て紀伊半島を一周して来ました。真
言宗の開祖空海が開いた仏教聖地の一つ。壇上伽藍や金
剛峯寺を中心とする山内は一見の価値あり。奥の院への
参道は二十万基以上の歴史上の有名人の墓が所狭しと並
び、見応え、もとい拝み甲斐がありました。
　趣味の話が紀行文になってしまいましたが、これから
何年かは時間を見つけて日本世界遺産巡りをライフワー
クにしてみたいと思っています。

めざせ世界遺産マイスター !!
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