
早春の上高地
里ではとっくに桜が散って、葉桜になっているのにここ上高地は穂高連峰のふもとでその名のとおり、高地にあるの
で今の時期は、まだまだ早春の感がします。穂高は雪をかむりまだ冬のようす。そこから流れ出る梓川は何時見て
も清冷な流れで見るものの心が洗われます。

（撮影・文　杉本　進）
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　本年度下伊那グループIM並びに会員セミナーが
3月４日㈰シルクホテルにて開催されました。
　ホスト飯田クラブ、畠中実行委員長の下、飯田ク
ラブ全員による実行委員会を昨年秋に結成し、精力
的に各委員長達は持ち場ごとの役割をよく理解して
手際よく捌いていきました。
　打てば響くような対応は準備を進めて行くうえで否
応なしに会員の士気も高まり、開催当日は、気持ちよ
く運営ができたと感じています。流石　飯田クラブ！
　今回のIM・会員セミナーのテーマは「奉仕で未
来を！」です。
　この意味は、ロータリークラブの奉仕の精神を素
直に実践することによって、私達の未来が必ず開け
ていくと言う考え方からつけたものです。
　そんな事からIM講演には下伊那グループ5クラ
ブが共通に長年支援を続けてきています、ボーイス
カウト飯田第一団の方々をお招きし、演題は「ちか
いとおきての実践」と題して日ごろの活動内容の報
告とスカウト達による隊活動の一端を披露してもら
いました。
　ボーイスカウトの目標は「なろう　一人前に」で
す。学校教育だけでは学びきれない社会生活に対し
てボーイスカウトは小学校から成人に至るまでのカ
リキュラムが設定されていて、それぞれの進級課題
を積み重ね成人してからも指導者として更なる自己

研鑽を行っていきます。
　こうした青少年を支援しているロータリークラブ
の奉仕活動は、人間の成長に形として表れてくると
いう実践から今後も大切に行っていく必要があろう
かと思います。
　続いて、会員セミナーでは望月宗敬パストガバ
ナーに講師をお願いし、演題は「不思議な団体　ロー
タリー解体真情」と題してご講演いただきました。
　ロータリーの会費や寄付金が税制面からみてどの
ような位置にあるのか、親睦団体なのか奉仕団体な
のかと言った多方面からの評価をされながらそれで
も「私達ロータリアンは会員それぞれ思いで楽しむ
ことが重要ではないでしょうか」と結ばれました。
　懇親会ではジャズの歌をバックに大いに盛り上が
り、親睦の輪が広がったことは間違いのないところ
でした。
　関ガバナーも大いに満足されて、各グループがそ
れぞれの地域の特徴を活かしたIM・会員セミナー
が開かれているとの講評で我下伊那グループが飯田
クラブの下で行った本年度の下伊那グループIM・
会員セミナーは大成功の裡に終えることができ、改
めて飯田クラブの伝統と会員の質の高さが際立った
大会でありました。
　会員の方々、事務局それぞれの労苦に深く感謝し
報告と致します。

下伊那グループガバナー補佐　小　畑　正　人

I M・会員セミナー開催報告
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　3月4日の日曜日、下
伊那グループ主催のIM

及び会員セミナーが「奉仕で未来を」をテーマにシル
クホテルにて開催された。小畑正人下伊那グループガ
バナー補佐を輩出している当クラブがホストクラブと
して、畠中實実行委員長の指揮の下、当クラブ全員一
丸となって開催したものである。当日は、朝から快晴で、
催し物をするには快適な実にすがすがしい一日でした。
　午後1時半から30分の開会式終了後、約１時間半の
IM講演会が開催された。
　ボーイスカウト飯田第一団による『「ちかい」と「お
きて」の実践を求めて』と題しての講演会であったが、
クラブの公式行事にボーイスカウト（以下「スカウト」
という）が登場するのは初めてのことであった。先ずは、
年齢に応じてのスカウトの各組織及び全体での活動の
実践があった。その後保護者会の代表者により、スカ
ウトへの加入が我が子や親としての自分たちに対して
与えた好影響を、その子の団への加入の際の不安から、
徐々にたくましく育っていく過程、高校を卒業する際
には自らの意思で将来の進路を決定し専門学校への進
学を果たしたこと、を語っていただき大変に感銘を受
けました。引き続き指導者の活動報告があり、最後に、
参加者全員に紐が配られ、スカウトの子供たちから、

数種類の結び方の指導を受け全員が取り組みましたが、
皆さん楽しみながらもやや苦戦しているようでした。
　スカウト飯田第一団が発足以来50年以上にわたり、
JCとともに財政的支援をしてきた下伊那グループの各
ロータリクラブですが、クラブの会員となっても、役
員になって初めてスカウトとの関係を知るのが一般的
であり恥ずかしい限りですが、今回の企画は、クラブ
の全会員に対し、自分たちが支援しているスカウトと
いう組織とその活動を知らしめ、その活動を評価し、
今後も物心共に支援していこうという意識を抱かせた
ことに意義があったと思いました。
　会員セミナーは、望月宗敬バストガバナーによる、「不
思議な団体ロータリー解体真情」という講演でした。
ロータリー会費が、交際費としての税法上の扱いにお
ける中小法人と個人会員の違い。ロータリーは組織と
して、共同体（仲良しクラブ）と機能体（外的目的の達成）
の両側面を持つことの説明がありました。
　以上で講演会及び会員セミナーを終了し、望月パス
トガバナーの言葉を借りれば、それまでの「機能体」
としての活動から、「共同体」としての活動に当たる懇
親会へと突入し、大いに英気を養いました。皆様、大
変にご苦労様でした。やっぱり飯田クラブはすごかった！

ＩＭ副実行委員長　木　下　伸　二

下伊那グループＩＭ・会員セミナーの開催

　4月6日土曜日、中央公園（吾妻町）のロータリー記念碑近くにおいて、半ば枯木になっていた紅枝垂桜の植え替え
をしました。RI会長が提唱した本事業年度内に地球環境改善の為に、会員一人あたり1本の植樹を4月20日アースデ
イまでに行うという方針に沿い、植樹例会日に先んじて実施をしました。
　従来の桜は、平成18年の飯田ロータリークラブ50周年と同年のRI2600地区大会開催を記念して、飯田東ロータ
リークラブの協力のもとに植樹を行い、飯田市に寄贈しました。その後飯田市の公園整備に伴う移植保管と植え替え
を経るうちに、残念ながら枯れてしまった模様です。
　抜根した枯木の元に植樹をすると根が張りにくい、根回しした木を新葉が出る前に植える事が基本との事で急遽植
え替え日が決まったしだいです。
　中央公園の桜はソメイヨシノが多く、当日は葉桜状態でした。八重紅枝垂桜
はソメイヨシノの後開花する品種です。平年であれば4月中旬に満開となる事
が期待出来ます。花弁が重なり紅が綺麗で、遠目ではとても美しい桜になると
思います。
　今回の企画は、伊賀良の文吾林造園さん（飯田南クラブ会員である）、飯田市
公園緑地係の皆さん（担当は尾曽さん）のご尽力がありました。今後の公園の
手入れ、桜の養生も皆さんのご指導をいただきながら行いたいと思います。
　5月9日の植樹例会は、ゴミ拾いと芝刈りを行う予定です。会員の皆様のご協
力をお願いいたします。

社会奉仕小委員会   小委員長   松澤　徹八重紅枝垂桜を植樹しました
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　今年は桜前線が早く、大宮神社通りのサクラも既
に散ってしまいましたが、そんな折の4月18日に今
宮半平で 若葉例会が開催されました。18時30分に
谷口さん司会で、久保田会長による最後の夜間例会
点鐘となりました。今回は飯田ロータリークラブ21
名の出席に加え、天竜川ロータリークラブから7名、
ローターアクトから2名の方もお招きして開催され
ました。お招きした9名の方は、席上、松村さんか
ら紹介がありました。
　心に残る歌は1971年レコード発売の『あの素晴
らしい愛をもう一度』でした。
会長挨拶の中では、『観光とは他国の花を愛でて自
国の良さを知ること』が印象的なお話しでした。
　春原さんによる幹事報告などの後に例会が終了
し、それから隣の部屋で合同懇親会が盛大に行われ
ました。稲垣さんの司会で久保田会長、木村委員長、

天竜川ロータリークラブの市瀬会長それぞれからの
挨拶があり、外松さんの乾杯で、賑やかに開宴。一
頻り(ひとしきり)歓談の後、全員参加による輪投げ
ゲームが始まりました。時に歓声も上がった中、見
事、優勝は、29ポイント獲得した外松恒子さんでし
た。ちなみにブービーメーカーはご本人の名誉のた
め割愛します。
　こうして若葉例会は宴も酣(たけなわ)のうちに、
木下次期会長や小畑ガバナー補佐、前島次期天竜川
ロータリークラブ会長などによる中締めを経て終宴
となりました。
　幹事役を務められた親睦委員会の皆さん大変お疲
れ様でした。
　なお、次回は天竜川ロータリークラブ主催の合同
例会が5月28日(月)に千登勢にて行われます。

宮　原　博　之

若 葉 例 会

　飯田RCの若葉例会にメークアップさせて頂き、
クラブの皆様には温かくお迎え頂きました事にまず
御礼申し上げます。
　会長、幹事をはじめ多くの方々とお話させて頂き
充実した楽しい訪問でありました。中でも、ロータ
リーソング以外の歌をみんなで歌う「心に残る歌」
や、前例会のニコBOXの合計、累計などがウィー
クリーレポートに記載されている事が私たちのクラ
ブにはないことで勉強になり、個性豊かにクラブ運

営を行っている事が今回の訪問で伺うことができま
した。
　次回、5月28日の天竜川RC夜間例会には大勢の
皆様に来て頂き両クラブの親睦を深められればと思
いますのでよろしくお願いいたします。
　飯田RCのご発展と会員各位ご家族樣方、事務局
の方々のご健勝を祈念いたします。とてもアット
ホームな若葉例会を楽しませて頂きました。

天竜川RC会長　市　瀬　光　一

飯田RCの若葉例会に参加
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　さる4月8日に、2018-2019年度の地区研修・協議
会が松本大学にて開催され、木下さん伊坪さん、外
松さん、木村さん、赤羽さん、細澤さん、（伊藤）
の7名で参加いたしました。
　皆様ご存知の通り、ロータリーは7月から新年度
となりますので、次期役員はこの頃から準備に入り
ます。私も、次年度は幹事を仰せつかりましたので、
少しでも理解を深めるため参加しました。
　午前中は本会議があり、次年度ガバナー伊藤雅基
氏が、方針を発表しました。2018－2019年度の国際
ロータリーテーマは、「BE THE INSPIRATION」（イ
ンスピレーションになろう）です。インスピレーショ
ンとは、インスパイア（感動させる。奮い立たせる。）
が語源だそうです。「ロータリアンは、自ら鼓舞し、
事業を進化させ、まわりの人へ良い影響を与えてい
く人になる。」という意味だそうです。（2018－2019
国際ロータリー会長　バリーラシン会長方針を要約。）

　さらに、第2600地区標語は、「Find the Value」（価
値を見出そう）です。
　「ひとり一人がロータリーに価値を見出し、昨日
と違う自分を見つけ、自らが実践、継続できる人に
なる。」という意味です。（2018－2019 伊藤雅基ガ
バナー方針を要約。）　
　午後から分科会があり、私は次期幹事・会計部会
に参加しました。幹事の責務は、「幹事として、親
睦を深め、高潔であり、多様な考えを理解し、奉仕
を通じて、リーダーシップを発揮する。また、記録（会
員データ、財務、規定など）を管理し、運営をサポー
トする。」です。
　今回の研修は、時代のどのような変化にも順応で
き、よりよい思考と行動を身につけていくという、
とても高いレベルの内容と感じましたが、日々の活
動を通して一歩一歩成長していければと思います。
　後半の本会議も順調に終わり、帰飯後、彩鳳さん
に直行。木下エレクトを中心に、楽しいひと時を過
ごせました。こういう時間が、とても有意義で親睦
も深まります。参加された皆様ありがとうございま
した。
PS：木村さんのおかげで、彩鳳さんが早い時間か
ら開店しました。ありがとうございました。

副幹事　伊　藤　桐　人

2018‒2019年度 地区研修・協議会に参加して
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　早いもので桜も終わり、藤が咲き、飯田の気温も30度となり春から一気に夏となってきました。
皆様も体調には充分気を付けましょう。
　久保田年度も後2ヶ月頑張りましょう。　　　　　　　　　　　　　　（クラブ広報委員　畠中）

「中島　隆です。よろしくお願い致します。」
　今年4月から飯田ロータリークラブにお世話にな
ることになりました中島隆です、よろしくお願い
します。
　ロータリークラブと言う名前は存じ上げていま
したが、何を目指し、何をする団体か3月に開催し
ていただいた新会員勉強会に参加するまで知りま
せんでした。申し訳ございません。ですが、大変
親父がお世話になった場所と言うイメージがあり
ます。私自身、地元飯
田で生まれ、高校卒業
まで実家で生活し、大
学生活は神奈川県で過
ごし、30歳まで関東近
辺でサラリーマンをさ
せていただきました。
しばらく飯田から離れ
ておりましたが、帰郷
し、飯田に帰郷後は、
輸入石油に務め、現在
まで至っております。
　32歳の時、縁あって
青年会議所に入会し、
様々なまちづくり活動に関わらさせていただきま
した。楽しくもあり辛くもある日々を過ごさして
いただきました。何れかは親父が所属していた飯
田ロータリークラブにと想いはありましたが、日々
の生活が忙しいあまりに、誘いは何度か戴いてお
りましたが、お断りをさせていただいておりまし
た。自分自身飯田ローターリークラブに加入させ
ていただくのはまだ早計な気がしますが、縁あっ
て入会の運びとなりました。何も知らない未熟物
ですが、よろしくお願いします。
　これからロータリークラブに入会し楽しみにし
ている事は、様々な経験を学んできた先輩とお会
いし、人生の色々なお話をロータリークラブの活
動を通じながらお聞きできればと思っております。

「鈴木信夫です。よろしくお願い致します。」
　このたび、飯田ロータリークラブに入会させてい
ただきました鈴木信夫です。今日はごく普通に出身
地と趣味で自己紹介をいたします。
　出身地は静岡市清水区です。私は自己紹介で出身地
には「静岡市」だけでなく「清水区」まで伝えます。
平成15年に静岡市に吸収合併された旧清水市への愛着
が抜け切れず、今でもこのような言い方をしています。
「清水区」は清水港や三保の松原が観光地として有名で、

また最近は奮いませんが
サッカーも有名だと思い
ます。長野県ではJ2松本
山雅FCの反町監督は私
と同じ年齢の清水区出身
で、私も少年サッカー時
代に彼のチームと試合を
した事があります。また
芸能界で大活躍中の笑点
司会の春風亭昇太、女優
の広瀬アリス・すず姉妹
も清水区出身です。
　次は趣味の話ですが、
私の趣味は釣りです。海

の釣りで一人でも行きます。港の岸壁から釣り糸を垂
らすだけの釣りなので、ワンコインで揃うコマセと仕
掛けでアジ、サバ、イワシ、カマスなど小魚を旬に応
じて狙います。私の場合は魚を釣った満足感よりも、
釣った後に趣味を持つと言った方が正しいかもしれま
せん。調理して食するよりも、どのように仕上げるか、
どのような料理用に捌くかを楽しみます。特にアジは
サイズに応じて素挙げや南蛮漬向け、刺身用、そして
干物開きなどに捌く事が好きです。
　釣りはこれからがシーズンです。飯田では川の釣
りに挑戦してみようと思います。
　岸壁では釣りを通じて多くの知り合いを創ること
ができました。今後は川釣りやロータリーで沢山の
方々と知り合いになりたいと思います。どうぞ宜し
くお願い致します。

新 会 員 紹 介
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