
新春中央アルプス
　南駒ヶ岳から空木のあいだにドーム状の印象深い山があります。この山の名をご存知ですか？ 中央アルプスの主稜線から外
れ地図にも載らず訪れる人もほとんどいないこの山は、田切岳（標高2,730m）。水が滾り落ちるからついたと言われていますが、
この山から流れ出る川が麓の田を切るように流れることから、田切岳と呼ばれています。飯島町から良く見える山です。
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人類に奉仕するロータリー

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　武 井 清 彦 　幹事　松 村 一 成

R.I.会長　ジョンF.ジャーム



新年あけましておめでとうござい
ます。
本年もよろしくお願いします。
　昨年も多々行事があり皆様方に
はご協力をお願いすることが多
く、又新年も色々お願いがあると

思われますがよろしくお願いします。
　今、ロータリークラブは、言わば転換期となる歴
史的な重要な局面に立っていると思われます。
　日本におきましても、第二次大戦後の経済復興か
ら70年経ち人材も昭和初期から昭和後期、平成の
時代に移行しつつあります。
　ロータリークラブにおいても、会員増強を図るだ
けではなく、文化的にも改革を加えなければならな
い時に来ていると思われます。
　この文化とは、「勧誘」や「維持」といった言葉
だけではなく、入会への魅力を高めることや、会員

の参加という考え方を大切にする文化です。クラブが
より活発化するために思いやる心、奉仕の手、新しい
アイディア、高潔性がますます必要になっています。
　地元への愛着が深く、世界をより良い場所にした
いと願う人は、誰でもロータリアンになれる可能性
があります。そして、このロータリアンを増やすこ
とが必要です。
　ロータリークラブは、素晴らしい活動・事業を行っ
ていることをもっとPRしましょう。
　世界で最も古く伝統ある奉仕団体であることを
知っていただき、ロータリークラブに入会して、我々
と一緒に地域社会のために良いことをしましょう、
と伝えましょう。
　世界中の地域社会で卓越した奉仕を維持し、「人
類に奉仕するロータリー」というレジェンドに輝か
しいページを刻めるよう、今年も力を尽くして頑
張っていきましょう。

幹　事　松　村　一　成

新年を迎えて新年を迎えて

　クリスマスムード漂う12月14日、「年末家族会」がシ
ルクホテルにて開催されました。来賓2名（飯田市佐藤
副市長、RAC福士会長）、RAC 2名、会員26名（うち15
名は家族同伴）計45名と大勢の参加をいただきました。
　恒例のシクラメンやシンビジウムに囲まれ、さらに
奥様方が彩りを添え、華やかで賑やかなひと時となり
ました。
　例会終了後ビオラ・ダ・ガンバ奏者の品川聖様のミニコ
ンサートを敬虔な気持ちで聴いたのち、武井会長・来賓の
佐藤副市長のご挨拶、畠中会員の乾杯のご発声により、親
睦の宴となりました。毎度のことですが酒豪ぞろいの面々
がビール、ワイン、日本酒と盃を重ね続けることしばし。
普通なら酔いが回るころでも皆さん元気元気（特に奥様方）。
　その後のシンビジウム争奪じゃんけん大会も喧騒の

中、なかなか決着がつかず、何度も取り直し、結局収
まるところに落ち着き一同拍手喝采。
　司会担当の私は酔いのせいで数々の失礼な発言が
あったかと存じます。紙面をお借りし心よりお詫び申
し上げます。
　大変盛り上がった「年末家族会」、迎える2017年の吉
兆のような会でした。まだまだ親睦会はございます。
次回も多数の参加をご期待申し上げます。

親睦活動委員　吉　江　宗　雄

年末家族会  華やかに開催
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新年あけましておめでとうござい
ます。
　さて、今年は歳男、昭和32年丁
酉（ひのととり）生まれで5回目
の酉年が巡って来てしまいました。
長野県情報政策課の推計によると、

県内の1月1日時点の酉年生まれの人口は15万2,100
人（男性7万4,000人、女性7万8,100人）県内総人
口に占める割合は7.3％で、十二支の中では最も少
ないそうです。1957年（昭和32年）生まれで今年
60歳を迎える人が2万4,300人いるそうです。自分
もこの3月で60歳になってしまいます。年末には孫
も生まれて爺さんとなってしまいましたが、今60
歳を目前にして、光陰矢の如しと申しますが、時の
経つのは誠に早いものだと、つくづく思います。
　中国の明代に書かれた菜根譚という処世訓を書い
た書籍があります。その中に日が暮れても、夕景は
絢爛と輝いている。歳末になっても、柑橘類は一層
良い香りを漂わせている。だから、人生の晩年に際
してこそ、およそ人はさらに気力を充実させなけれ
ばならない。苦しんだり楽しんだりして修練し、そ
の修練を極めた後に得た幸福であって、初めて長続
きする。疑ったり信じたりして考え抜き、考え抜い
た後に得た知識であって、初めて本物となる。およ
そ人は晩年こそが最も光輝く、枯れていく老人とは
まるで違う、精神百倍の充実した老人像、長い時間
をかけて自分を錬成した人の幸福は長続きする、と
言っています。現代は老後と呼ばれる時間の長い時
代です。晩年を幸福に送れるという事は、長い年月
を幸せに過ごすという事になるのではないでしょう
か。
　日本老年学会はこの1月5日に心身の若返りを理
由に、65歳以上とされている高齢者の定義を75歳

以上に見直す提言を発表され、高齢者は75歳から、
65歳～ 74歳は準高齢者となりました。お年寄りの
心身に関する様々なデータを解析し、10年前に比べ
5歳～ 10歳は若返っていると判断されたようです。
日本人男性の平均寿命は80歳です、後20年気力を
充実させ、光り輝く充実した老人となれる様頑張り
たいと思います。
　さて1957年（昭和32年）はどんな出来事があっ
たか調べてみました、1月に日本の南極越冬隊が南
極大陸に初上陸、3月には名古屋で日本初の地下街、
名駅地下街サンロードが開業、5月コカコーラが日
本での販売を開始、9月には流通革命ダイエー第1
号店が開店した、10月、初の五千円紙幣（聖徳太子
の肖像）が発行、同じく10月にソ連が人工衛星ス
プートニク1号の打ち上げに成功、12月には百円硬
貨（稲穂）が発行された。この時期、経済白書がも
はや戦後ではないとして、戦後の復興期に決別し、
技術革新ブームによって日本の経済が成長期に突入
した頃、人々が三種の神器に夢をたくして消費革命
を謳歌する、日本の高度成長期がまさに始まった頃、
自分は、飯田市千代野池に生まれました。この野池
地区は小さな部落ですが、飯田RCと大変御縁があ
り元信金専務の榊山俊彦さん、昨年退会した榊山隆
彦さんと自分を含め、3名もが在籍していました。
千代地区は未だに信号が一台もない山又山の中です
が、野池地区はその又奥ですから大変うぶな子供で
ありました。
　年一回、飯田の馬場町に住む叔母の家に行くのが
楽しみで、千代線のバスに1時間程乗って行き、何
が楽しみかというと、上海楼の中華そばが食べられ
る事が最高のフルコースでありました。ですが、帰
りも千代行きのバス、今と違って未舗装のデコボコ
道で時又の手前ホッキあたりで、せっかく美味しい

武　井　清　彦1月11日酉年卓話

物を食べたのにゲロを吐いてしまうことが度々でし
た。今では車で通るたび、当時を思い出します。
　その後ご縁があり、女房がよくて飯田市毛賀へ養
子に来ました。3人の子供に恵まれ、会社も始めて、
女房と二人で頑張ってやってきましたが、結婚して
19年目、自分が47歳、女房が44歳の時、不幸にも
凶暴な病魔に侵され女房は帰らぬ人となってしまい
ました。離婚はバツイチと言われますが、死別はボ
ツイチと呼ぶそうです。それから暫くは男手一人で
の子育て、仕事と大変な時期もありました。
　自分の身体も疲れやすくなったり、夜眠れなく
なってしまい、突発的にまるで発作のように襲って
来る恐怖や悲しみと言った強い感情をどうする事も
できなく、毎日がつらく、悲しく感じる事の連続で
した。
　鬱の入り口をうろうろとしながら、皆に助けても
らいながら自分のペースで、自分に合った生き方を
しようと思い、そこで思い立ったのが四国八十八か
所、歩きお遍路巡りの旅でした。
　霊場の道のりは約1,400キロ、ぶっとうしで歩く
と40 ～ 50日かかるようですが、現在、徳島県鳴門
市にある1番霊山寺～愛媛県宇和島市の43番明石寺

まで時計回りに約850キロを歩きました。なかなか
時間が取れず10年近くかかっていますが、朝から
夕方まで歩いて平均20 ～ 25キロ進み、宿は到着す
る場所の見当をつけて予約をします。
　最初は1人で始めたお遍路ですが、だんだん増え
て行き最高7人になりましたが、歩くペース、気遣い、
夜の大宴会等、とても女房供養にはならないと思い、
最近は小人数の気楽な遍路道中にしております。
　遍路道中は、歩きですから、雨降りの中、炎天下
の暑い日差しの中やら、山を越え、谷を越えての、
とんでもなくきつい事の連続ですが、今日も1日頑
張ったという達成感、普段出会わない人との出会い、
四国の大自然との触れ合いなど、自分を見つめ直し、
新しい自分に生まれ変われればと思い頑張っていま
す。
　今後時間があれば会長挨拶の中で、お遍路道中記
の詳細をご披露したいと思っています。
　あと、愛媛県、香川県を縦断して、88番大窪寺ま
で45の寺を巡り、残り550キロです。
　今年の歳男の目標は、一歩ずつ、こつこつと前進
です、そして、5年以内に結願、1,400キロ制覇です。
　今年も前向きに頑張ります。
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　平成28年11月26 ～ 27日の2日間、今年度の親睦
家族旅行に行って参りました。美味しい食事と癒し
の宿を求め、浜松・知多方面の旅行を企画いたしま
したところ、19名の皆様にご参加をいただきました。
　まずは2017年の大河ドラマで盛り上がる静岡県
浜松市、井伊家ゆかりの龍潭寺を訪れて往時に思い
を馳せ、航空自衛隊浜松広報館では戦闘機の実物を
拝見しました。昼食はうなぎを頂き、お酒もますま
す進みます。ほろ酔い加減で聴く浜松楽器博物館で
の近代楽器の音色は、非常に心地よいものでした。
春華堂のうなぎパイファクトリーを経て、宿泊場所
である、星野リゾートの運営する「界　遠州」へ到
着です。夜の宴会では季節の会席に舌鼓を打ちなが
ら皆さんで楽しくお酒を酌み交わし、そこへ落合さ
んの「お座敷小唄」が加わり、大いに盛り上げてい
ただきました。肝心の酒量は？えっ？そんなに飲ん
だの？幹事である私は一瞬フリーズ状態でしたが、
大丈夫です。お酒の予算は多めに取ってあります。
翌日は半田市の中埜酒造にて国盛の試飲、そのまま

知多半島を南下し、最先端の師崎にて昼食、その後、
魚太郎とめんたいパークにて海産物の買い物をして
帰って参りました。
　至らぬ幹事であり内容としても皆様に本当に楽し
んで頂けたのだろうかという思いもありますが、皆
様の御協力のおかげで無事に終了することができた
ことを感謝いたしております。和やかで楽しい2日
間をありがとうございました。

親睦活動委員長　谷　口　春　之
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　新年も穏やかに迎えることが出来ました。会員の減少が心配される中、下半期も皆さんで力
を合わせ元気な飯田ロータリークラブにしたいものです。まだまだ寒い日が続きます、体に気
をつけて健康でお過ごしください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クラブ広報委員）

　11月30日の例会に、米山留学生で信州大学の李 明淑さんが出席され、
「日本に来て　経験から学んだこと」というお話をお聞きしました。
　卒業後は星野リゾートにご就職され、伊東の界にお勤めになるそうで
す。笑顔の素敵なお嬢さんでした。

　旧飯田測候所跡地に年末、橋北面白
倶楽部の方々によるクリスマスイルミ
ネーションが飾り付けられました。丘
の上では一番見事なイルミネーション
で、12月23日には市長も出席され点
灯式のイベントがにぎやかに開催され
ました。大晦日にはカウントダウンも
行われたようです。

米山留学生 李 明淑さん来訪

橋北イルミネーションフェスタ
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