
鎌倉鶴岡八幡宮の紅梅
今日は2月18日、飯田ロータリークラブの親睦旅行2日目の鎌倉散策。良いお天気に恵まれ、気温もまずまずの日和、
鶴岡八幡宮は鎌倉へ観光すれば定番の観光地。お宮の横に何本かの紅梅、白梅がちらほらと花を開かせていました。
山国から出ていった者にすると、湘南の陽気は一足も二足も早くなっていることに驚く。枝振りの良いところを一枚、
シャッターを切ったのがこのカットです。ボツボツ当地方にも待ちどうしかった春がやってくる事でしょう。

（撮影・文　杉本　進）
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　2018年も早2か月が過ぎて
抱負の熱意を1月の初めに戻
します。１年を通じての平
成の元号は今年が最後です。
そんな節目の年となりそう
です。
　まずロータリークラブに

つては、会員を是非40名に近づけるよう努力をし
たいと思います。そして、楽ではないが楽しいクラ
ブを目指してあと半年頑張ります。
　「ロータリーを楽しもう」「ロータリー友達を増や
そう」を合言葉にしたいと思います。「私と職業奉
仕」の冊子が完成した事に皆様に感謝致します。是
非読んでいただいて会員の職業に対する思いを組み
取って頂ければ幸いです。植樹例会では会員一人
1本の植樹をガバナ―は言っていますそれを目標に
お願いします。
　飯田下伊那にとってはリニア開通まであと9年で
す大鹿村トンネル長野工区では作業用トンネル掘削
が進み駅周辺や関連整備計画が具体化しています。
しかし、大手ゼネコン談合事件や神の山の思う南ア
ルプスの下をトンネルが掘れるんだろうか、山の神
に怒りが起こり何か起こるのではないか心配しま
す。そして飯田市がストロー現象などあるのではな
いかと言う懸念は多いですが開通を期待したいと思
います。
　今年は戌年の言うことで昨年は酉年で「商売繁盛」

で収穫の意味があり良い年の意味でした。戌年はそ
の後の年で守りの年と言われます。商売ですから
守ってばかりでは商売にはなりません。アフター
フォロー、リスクを回避することで既存のお客様を
守り、信頼される商売を目指したいと思います。
　さて、当社の今年のテーマは3つあります。ＨＡ
ＣＣＰという食品衛生法よりもっと厳しい制度導入
を義務付けた食品衛生法改正案が今年の3月の国会
に提出され成立する見込みです。この高いハードル
を越えＨＡＣＣＰの県や専門機関の認証を受けるこ
とを目標とします。次に食品表示法の改正です2020
年に新表示完全履行、原料原産地表示などそれに対
応したシステムの構築が必要と思います。賞味期限
が90日を基準としているこれを再度見直実行する
ことですそれにより食品ロスの無駄を無くす様業界
全体位で考えたいと思います。次はアマゾンのヤマ
ト運輸の問題では皆さんご存知かと思いますが、高
齢化が著しい運送業界の現状の改善を意図して国土
交通省から農林水産省へ要望書が送られたことを受
け出荷、荷受けの問題が深刻になっている。この問
題は業界の全体問題として考えようと思います。
私の会社は菓子しか作れません。「菓子作りには終
わりはない」を覚悟に今年1年を「正しく構えて」
頑張りたいと思います。
　そして犬はボールを追いかける時は最後まで追い
かけますね、目標を達成するまで諦めずに1年を過
ごしたいと思います。

飯田ロータリークラブ会長　久保田　栄　一

今 年 の 抱 負今 年 の 抱 負
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　早いもので、あっという間に60
年間の年輪を積み重ねていました。
おかげ様で、両親も健在で家族5
人（父 89 歳、母 84 歳、妻 45 歳、
娘7歳）三世代同居生活で、慌た
だしくまた安堵感を感じながら毎
日を過ごしております。

　振り返れば、ここに至るまでには、多くの方々と
出会い、そしてご支援ご協力に支えられて今がある
ことを改めて痛感し、感謝している次第です。若い
ころは、自分一人で生きている、自分で何でもでき
るといった傲慢な思いや態度であったかと反省しき
りです。自分を、周りから戒め支え諭していただい
ていたことなど気付かずに、随分と身勝手であった
と恥ずかしい思い出いっぱいです。
　29歳の時、地元に戻り、青年会議所（JC）とい
う団体に加入し、同じ志を持った仲間と知り合うこ
とにより、自分の未熟さ愚かさを気づくにいたりま
した。同時に今あることへの「感謝」という気持ち

を教えられ、導いていただいたのもこの時からで
あったと記憶しています。その後、SYMS、八青会、
などを経て、現在のロータリークラブにもお世話に
なる中で、日々「感謝」の気持ちの積み上げに励ん
でおります。
　還暦迎えて、これからまた新たな人生への始まり
だと言われています。今までにいただいた多くのご
恩に報いることが、還暦を迎えての自分に課せられ
た責務だと認識しております。
　本年の会長の久保田さんが、ロータリーにおける
職業奉仕の意味合いを説かれています。入会して数
年がたちますが、初めて職業奉仕について考える機
会を得ました。まさしく還暦のタイミングにこのよ
うな機会に恵まれたことも幸運であったと思います。
　多くの出会いに感謝し、これからの仕事を通じて、
そして人生を通じて、「感謝と奉仕」の気持ちを持っ
て、よき仲間、よき会社、よき社会を築いていける
よう努めてまいります。さらなる叱咤激励、ご指導
ご鞭撻お願い致します。

中　田　勝　己還暦を迎えて

　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ました。
今年もご指導のほどよろしくお願
いします。
　今年一年は一つのテーマと二つ
の目標をたてました。テーマは「健
康」です。今年で48歳になります。

今まではあまり気にかけてはいなかたのですが、そ
ろそろ何とかしないとと思い、今年は少しでも体の
ことを気にかけていきたいと思っています。そのた

め健康にむけて二つの目標をたてました。
　一つは、やっぱりダイエットをする。この数年で
着実に身についたお肉を少しでも元に戻していけた
らと思っています。
　二つ目は、戌年ってことではありませんが「人間
ドック」に行ってみようと思ってます。
　検査の結果が恐ろしくて、今まで避けてきました
が今年はしっかり診てもらいたいと思います
　どこまで出来るかわかりませんが、頑張りたいと思
いますので　今年も一年よろしくお願いいたします。

細　沢　浩　紹今年の目標
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　新年を迎えるに当たり、飯田ロー
タリークラブには「年男放談」と言
う卓話があるので一言皆の前でお話
をして下さいと依頼を頂きました。
　年男と言われて最初に思い浮か
んだのは「あと何回戌年を迎えら
れるのだろう。一回か二回まあ三

回は無理だろうな」の思いでした。
　前の五回は何を目標に過ごして来たのだろうかと
考えても、何と言って浮んで来ません。60年もの間、
その場その場を生きて来てしまったのでしょうか、
まずは生まれた年を調べて見ました。
　昭和33は戌年の中で二番目に人口が多く、153万人
だそうですが、12年前の調査では158万人大きな災害
が有った為とも思われますが、12年間で5万人の戌年
の方が亡くなられていました。　幸いに、自分の身
に直接関わりの少ない災害であったので「被災され
た方は大変だな」との思いだけだった事に反省です。
　さて、昭和33年の出来事としては、東京タワーの

完成、一万円札の発行、長嶋茂雄巨人軍デビュー、フ
ラフープの大流行、茶髪の流行、スバル360、ホンダスー
パーカブ、インスタントラーメン、缶ビール、グリコ
アーモンドチョコレート、数え切れない程の商品、流
行が生まれたようです。　それからの12年間ではテ
レビ、洗濯機、冷蔵庫の三種の神器も遅ればせながら
徐々に当家にもやって来ましたが高度成長期の3Cと
される、カラー TV、クーラー、カーは白黒TVが寿
命の後カラー TVがやって来たくらいで、他の2Cは
私が成人するまで我が家には来ませんでした。
　生まれてからの12年は良い時代だったと言える
でしょう、しかし生まれる12年前の新年はと言う
と、終戦からわずか半年、何をどうしたら良いのか
分からない時代ではなかったのではないでしょう
か、終戦から12年後、高度成長期に生を受け、大
きな災害にも合う事無く生きて来られた事に感謝
し、又一生に数回しか迎えられる事の出来ない戌年
を健康で迎えられたことに感謝し、此れからを見つ
め直すきっかけとなった「年男放談」でした。

木　村　友　彦五回目の戌年

　例年より寒い日が続く2月7日、会員ご家族ロー
ターアクト等27名ご出席の中、恒例の雪見例会が
シルクホテルにて開催されました。
　今回は最初にアトラクションとして、市内の宮下
昭彦氏を中心とする3人の雅楽ユニット『和韻(わ
いん)』のコンサートをたっぷり堪能しました。【雅
楽とは日本古来の古楽に大陸から渡来した音楽や舞
いが加わって融合した芸術で、10世紀頃完成し、皇
室の保護の下で伝えられ、神楽舞など国風(くにぶ
り)の歌舞、中国系の唐楽、朝鮮系の高麗(こま)楽
などがあり宮内庁楽部では、重要無形文化財保持者
の楽師(がくし)が、宮中の儀式や催し等で演奏し、
また一般でも神道や仏教の世界でも様々な儀式で演
奏されています】 
　最初に音取(おととり)という音合わせをした後、
有名な｢越天楽｣(東儀秀樹氏編曲)から始まり、｢七つ

の子｣｢おぼろ月よ｣｢さくらさくら｣など日本の曲を
中心にラストは｢仰げば尊し｣を演奏して下さりまし
た。笙(しょう)篳篥(ひちりき)龍笛(りゅうてき)に
ピアノを加えた和楽器と鍵盤楽器の奏でる雅楽の調
べは日本人の心に深く共感でき、生演奏で雅楽をな
かなか聴くことができない我々にとってはとても落
ち着いた時間を過ごすことができました。
　その後は久保田会長のご挨拶、乾杯と続きいつも
のように和やかな雰囲気の中、楽しい雪見例会とな
りました。

親睦委員　宮　澤　徹　成

雪 見 例 会
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　2月21日、職場例会で耐震補強工事が行われている
長久寺様を見学しました。小畑会員が檀家で設計者と
いうこともあり、詳しい説明も頂き充実した時間にな
りました。築400年以上の建物の再生はそれだけで興
味があるのですが、事前知識として、在来工法と伝統
工法の違いなどを分かりやすく解説下さったり、建物
改修における設計の指針を聞けたりで、とても勉強に
なりました。難しい話を分かりやすく話す小畑さんの
話しをしっかりとお聞きしいざ現場へ。水平を取るた
めのジャッキを慎重に入れて、ご苦労された建ちの補

正が見事になされており感動しました。82箇所使われ
たという最新の仕口ダンパーも確認することが出来ま
した。見学時には我々に配慮してか職人さんはおられ
ませんでしたが、随所にクラフトマンシップ（ものづ
くり魂）を感じる仕事でした。こうして人の手で古い
文化が守られていくのですね…感謝。
　温故知新という言葉がありますが、まさに古きと新
しさの融合する工事現場でした。貴重な機会を作って
頂きました小畑会員と長久寺の住職様に感謝致しま
す。ありがとうございました！

職業奉仕委員会　井　坪　寿　晴

『伝統工法の耐震補強現地見学』

　1月31日、職業功労表彰が行われました。今年、
飯田市社会福祉協議会から推薦された方は、社会福
祉法人萱垣会養護老人ホーム信濃寮の介護士をされ
ている松村佳枝さんです。松村さんは、介護士とし
て14年間、利用者一人ひとりに寄り添った温かな
多角的サポートと、真面目な仕事ぶりが認められ今
回の表彰となりました。久保田栄一会長より表彰さ
せていただいた後、松村さんに卓話をしていただき
ました。あいにく風邪で喉の調子が悪い様子でした
が『栄誉ある機会ですので、出来る限りお話させて
頂きます！』と言ってくださり無理をしてお話して
頂きました。松村さんが現在勤務する信濃寮では80
名程の利用者の方がおられるそうで、利用者の方の
年齢は、65歳～100歳と幅広くいらっしゃるそうで
した。『様々な方のニーズに応えることは大変です

ね』とお聞きす
ると『それが結
構楽しいです
よ！』と明るく
応えられ、その
姿勢を見て天職
なのかな～と感
じました。23年
前に入職され始めの9年は調理スタッフとして働か
れたそうなので、現在も食事の面でもアドバイスを
されている様子でした。介護士の仕事は今後も更に
需要が増す仕事ですが、松村さんのように『楽しい
ですよ』と関わってくれる方がこの職についてくれ
ている事に安心と尊敬の念を抱きました。今後も更
に職分を極められる事をお祈りいたします。

職業奉仕委員会　井　坪　寿　晴

職業功労表彰

職場例会

床下ジャッキ 柱起こし
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　年も新たになり、クラブの事業が多くマンスリーは、その記事を各担当者より寄稿していただ
きました。楽しんでご覧ください。3月4日には、下伊那グループのIMがあります。ホストクラ
ブとして、会員一丸となって後わずかな日数しっかり準備して成功させましょう。

（クラブ広報委員　畠中）

　2月17日・18日と親睦家族旅行が東京－横浜
－鎌倉方面へ1泊2日で行われました。
　旅行の目的は、第一に歌舞伎座での歌舞伎観
劇、春節で賑う横浜中華街での夕食、宴会、2日
目は鎌倉散策、小町通でのお買い物と言う日程
でした。
　皆さんに無理を聞いて頂き出発時間を30分早
めて出発してすぐ、乗務員さんの旅行の日程発
表で早くもアクシデント！観劇の終了時間が違
いますね、と平然と言われ、「おいおい旅行会社
さんの提案日程ですよね」中華街での自由時間
がほとんど無くなってしまいました。予定を立
てていた方には申し訳ないのですが了承して頂
きました。最初から冷や汗の出る波乱の幕開け
でした。
　歌舞伎の演目は、高麗屋三代同時襲名披露記
念二月大歌舞伎です。襲名口上は夜の部なので
見られませんでしたが、初めに
春駒祝高麗一條大蔵譚と続きま
す。初めて歌舞伎観劇をする私
には全てが新鮮でした。もっと
堅苦しい物と思っていました
が、高麗屋の祝いに「こりゃい
いや」と洒落たり、阿呆を面白
おかしく演じたりと認識を新た
にしました。
　暫では市川海老蔵がほとんど
後姿でしたが間近に観られ、井
伊大老では人間国宝の中村吉衛
門の演技に引き込まれ、長時間
だと思っていた観劇があっと言
う間に終わってしまいました。
　横浜中華街へ移動して本日の

夕食、宴会です。ビール、紹興酒も程よく回り、
閉めのご飯と麻婆豆腐、これが又辛い、山椒の
量を間違えたんじゃないかと思う位に辛いそれ
でも完食しお開きとなりました。
　それから中華街を散策。路地の小さなお店に
寄ってホテルに帰り1日目を無事終えました。
　2日目は鎌倉に向かって出発、建長寺、鶴岡八
幡宮へ参拝、鶴岡八幡宮では一般の方の結婚式
に遭遇時間が平安時代、雅の時に戻った様でし
た。
　鎌倉大仏拝観、胎内に入って当時の鋳造技術
に驚きを感じ、小町通で御買い物散策、少々の
おみあげを購入し帰路につきました。
　様々な不手際がありましたが皆様の温かいお
気持ちに助けられつつ無事飯田へと帰着出来ま
した。
　有難う御座いました。

親睦家族旅行 木　村　友　彦
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