
■ 点　鐘 12：30

翔け中央ロータリー　　　鈴木一比古ソングリーダー■ ソング  

池上幸平会長■ 会長談話
　第7回会長談話をはじめます。
　お盆の最後の16日に仏さまをお墓に送ってきてから、東伊那にあるシルクミュ
ージアムに行ってきました。今NHKのドラマの「晴天をつけ」の内容に合致した
時代の、天下の糸平のイベントが行われていたのですが、今年で2回目です。前
回は見れなかったので今回は是非ともみたいと思っておりましたのと、井上修会

員から西春近の唐木に親戚が居るとの情報を聞いておりましたので、確実に自分の目で確かめたのと
井上さんに知ったカスをされてもとの不純な想いもありまして行ってきました。1834年に現在の駒ケ
根市の赤穂町駅の西側の町の中で生まれて、5歳の時大火焼け出され、6歳の時に小出村、現在の唐木
に転じ藤島姓を称すとあります。コクヨの倉庫の東側の見晴らしのいい高台に大きなお墓があります
が本人は入っていないです。現在はかねまん，かくまんさんがお墓を守っているようです。12歳で飯
田町の魚屋へ丁稚奉公に行き、田中保兵衛の婿養子になりまして田中平八に改名して、25歳で横浜に
行って生糸込商を営んだそうです。1859年頃、藍玉や生糸などを信州で仕入れて横浜で売りさばき巨
万の富を得たようです。コメが30円位で生糸は95円位ですから３倍以上で売れたのでかなり儲かった
のでしょう。世の中で様がつく人、ものは神様、仏様、天神様、お蚕様、ですから尊く、また大切に
大切に育てたのでしょう。
　このころ現在の三菱財閥の創始者岩崎弥太郎、大久保利通、岩倉具視、伊藤博文、大隈重信、挙げ
たらきりがありませんが、渋沢栄一とも知り合いだったようですが比ではない程の大金だったようで
す。今の時代と違うときにすごい情報を持ち、人が集まる、とてもロマンがあると思いました。話が
それますが、この時代1864年に尊王攘夷派60人が筑波山に集まり同氏を募った事から天狗党と称され
たとありますが、田中平八も参加しており、のちにお咎めを貰ったと書いてあります。天狗党は京都
の一橋慶善を頼って西上するとき、下仁田から和田峠を下り伊那を通った時、伊那谷の人々に食べる
物を分けて貰ったと書いてありました。伊那谷の人々は心の熱い、困った人を見過ごせない優しい人
が多いのかなと思いました。どういう訳か伊那市長の白鳥さんが天狗党に詳しいのです。30代で大富
豪となり渋沢栄一も岩崎弥太郎もまだなというほどでもないと言っています。51歳で没したわけです
が遺言に息子たちに『投機厳禁』我が亡き後は必ず心を正常に委寝て、努めて危険の商売「投機」を
踏むべからず実に懼るべく慎むべきはこの職場なり。生糸、大豆、かんてん、も今は年間安定した商
品になってきたのかな。現在は鉱山業と兜町のど真ん中に糸平不動産を残し堅い商売を行っているよ
うです。私たちが学ぶことは毎日毎日同じ仕事を、確実に確実に重ねていきたいと思います。
　追記ですが見終わって記帳ノートを見てみましたら、とても大きな字で井上修と書いてありました。
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2021-2022 国際ロータリーのテーマ

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

2021-2022 RI会長
シェカール・メータ
＜インド（西ベンガル州）＞

次のページを見ましたら、伊那食品工業最高顧問ご夫妻の名前もありました。私は一番小さく池上幸
平と書いて帰ってきました。



・9月7日（火）リモート例会の案内　　　　小椋文成デジタル化推進委員長
　デジタル化推進委員会より9月7日例会についてです。既に熊谷幹事より報告が
ありましたが、9月7日の例会については完全リモート開催を予定しております。
　当日接続やZoomの使用方法について不安がある方については、例会までにデ
ジタル化推進委員が準備についてお手伝いをさせていただく予定でいます。本日
例会で配布をしております通知を記入いただければ結構ですので、本日記入いた

だくか、FAX、メールで回答いただくようにお願いします。

　第7回会長談話をはじめます。
　お盆の最後の16日に仏さまをお墓に送ってきてから、東伊那にあるシルクミュ
ージアムに行ってきました。今NHKのドラマの「晴天をつけ」の内容に合致した
時代の、天下の糸平のイベントが行われていたのですが、今年で2回目です。前
回は見れなかったので今回は是非ともみたいと思っておりましたのと、井上修会

員から西春近の唐木に親戚が居るとの情報を聞いておりましたので、確実に自分の目で確かめたのと
井上さんに知ったカスをされてもとの不純な想いもありまして行ってきました。1834年に現在の駒ケ
根市の赤穂町駅の西側の町の中で生まれて、5歳の時大火焼け出され、6歳の時に小出村、現在の唐木
に転じ藤島姓を称すとあります。コクヨの倉庫の東側の見晴らしのいい高台に大きなお墓があります
が本人は入っていないです。現在はかねまん，かくまんさんがお墓を守っているようです。12歳で飯
田町の魚屋へ丁稚奉公に行き、田中保兵衛の婿養子になりまして田中平八に改名して、25歳で横浜に
行って生糸込商を営んだそうです。1859年頃、藍玉や生糸などを信州で仕入れて横浜で売りさばき巨
万の富を得たようです。コメが30円位で生糸は95円位ですから３倍以上で売れたのでかなり儲かった
のでしょう。世の中で様がつく人、ものは神様、仏様、天神様、お蚕様、ですから尊く、また大切に
大切に育てたのでしょう。
　このころ現在の三菱財閥の創始者岩崎弥太郎、大久保利通、岩倉具視、伊藤博文、大隈重信、挙げ
たらきりがありませんが、渋沢栄一とも知り合いだったようですが比ではない程の大金だったようで
す。今の時代と違うときにすごい情報を持ち、人が集まる、とてもロマンがあると思いました。話が
それますが、この時代1864年に尊王攘夷派60人が筑波山に集まり同氏を募った事から天狗党と称され
たとありますが、田中平八も参加しており、のちにお咎めを貰ったと書いてあります。天狗党は京都
の一橋慶善を頼って西上するとき、下仁田から和田峠を下り伊那を通った時、伊那谷の人々に食べる
物を分けて貰ったと書いてありました。伊那谷の人々は心の熱い、困った人を見過ごせない優しい人
が多いのかなと思いました。どういう訳か伊那市長の白鳥さんが天狗党に詳しいのです。30代で大富
豪となり渋沢栄一も岩崎弥太郎もまだなというほどでもないと言っています。51歳で没したわけです
が遺言に息子たちに『投機厳禁』我が亡き後は必ず心を正常に委寝て、努めて危険の商売「投機」を
踏むべからず実に懼るべく慎むべきはこの職場なり。生糸、大豆、かんてん、も今は年間安定した商
品になってきたのかな。現在は鉱山業と兜町のど真ん中に糸平不動産を残し堅い商売を行っているよ
うです。私たちが学ぶことは毎日毎日同じ仕事を、確実に確実に重ねていきたいと思います。
　追記ですが見終わって記帳ノートを見てみましたら、とても大きな字で井上修と書いてありました。

熊谷健幹事　幹事報告は別紙をご覧ください。■ 幹事報告

■ ニコニコボックス

◆池上幸平

◆熊谷健

◆小椋文成
◆橋爪麻人
◆矢島宏

◆井上修

◆松田靖宏

◆矢島宏
　馬場秀則
　鈴木一比古

本日からパラリンピックが開催されます。すばらしい感動と力強いプレーを期待します。頑張
ってください。
今日は宮下さんよろしくお願いします。一人でも多くの入会者を希望します。
長野県内でもコロナ感染者数が急増し、上伊那でも感染者が出ています。今後の例会等を
しっかり検討しなければならない時期が来ているように思います。会員の皆様には、急な連
絡等でご迷惑をお掛けすると思いますが宜しくお願い致します。
本日、クラブフォーラム・会員増強となりますが、宮下委員長よろしくお願いします。
この度入会させて頂きました。よろしくお願い致します。
今期、初出席です。池上会長、すばらしい出航おめでとうございます。
橋爪麻人さん、入会おめでとうございます。
私も今月から後期高齢者になりました。認知症も、脳ドック診断によると年相応に始まって
いるとの事です。どうか皆様の優しさで今後もいたわりを持ってお付き合い、ご指導をよろし
くお願い致します。
日曜日、今年初めてゴルフをしました。とんでもないコースで、打つ所打つ所にバンカーと林
と池があり、グリーンの穴は明らかに小さく、何回打っても入りません。もう、ゴルフは卒業し
ます。
昨日は史上初めて甲子園で、女子硬式野球大会の決勝が行われました。使用球はモチロン、
マツダ製です！！本来なら来賓で出席する所ですが、コロナのせいで参加できませんでした。
小椋さんもソフトに飽きたら是非、硬式に転向をススメてください。
7月28日ゴルフ部コンペで、優勝・準優勝・三位になっただけでなくベスグロや、馬場さんは
ドラコンを2本も頂きました。良い思いをさせてもらって感謝です。

会員数46名  出席免除会員5名  長欠会員1名  本日出席者29名（内Zoom2名）
事前メイク3名  出席率80.00％  前回出席率 修正なし

■ 出席報告

■ 委員会報告

次のページを見ましたら、伊那食品工業最高顧問ご夫妻の名前もありました。私は一番小さく池上幸
平と書いて帰ってきました。



　8月は会員増強月間と云う事で、本日クラブフォーラムをさせていただきます。
■ クラブフォーラム 「会員増強委員会」　　宮下健 会員増強・プログラム委員長

　3点について、私の思考や個人的な見
解を述べながらお話させて頂きます。ま
た平成生まれの若い世代の感性にも触れ
て行きたいと思います。

　昨年の暮れ頃から「風の時代」という
言葉を耳にした方も居ると思います。占
星術用語ですので、太陽系の惑星や星座
の位置に関係しています。
　時代は大きく分けて火・土・風・水と
言って4つに分類されるらしいのですが、
2020年12月22日から風の時代に変わっ
たと言われています。私も含め皆様は土
の時代の人間です。経済力が世の中を動
かす資本主義の時代です。

　風の時代はと言うと目に見えない情報や知識・教育などが重視され人はより知る事を求めるように
成ります。また昨今、キーワ－ド的な言葉と成った「多様性」と云うワードが髄所に出て来ます。皆
さんも少し考えて頂けたらと思います。

次頁へ続く

　多様性とはダイバーシティとも言いま
すが、単純に色々ある事ではなく性質の
異なるものが存在する事です。ロ－タリ
－で言えば様々な業種また、世代を超え
た幅広い年齢層が「奉仕」というワ－ド
で「多種多様」でありながらも良い仲間
的な感じかと思います。
　もう少し具体的な話が次の「30代・女
性会員を入会に導くには？」に成ります。
女性の方は幅が広いので同じく平成生ま

れくらいを限定して考えると総じて、「あまり好き嫌いを全面に出さない」「リアクションが薄いの
に実は興味があった」なんて事があるかと思います。恐らくは相手を不快させない為の言動ですが、
「イエスかノ－かはっきりしろ」と言う昭和生まれの皆さん、少しは理解を示して欲しいものです。
　そのような平成生まれの方を会員にするには「ロ－タリ－の多様性」と言った部分で柔軟に対応す
る必要性もあると思います。ロータ－アクトが存在すればもっと次世代の考えも共有出来たかも知れ
ません。伊那中央ロ－タリ－クラブ独自の「準会員制度」のような形で何れは正会員に成って頂く取
組みです。

資料②

資料③

資料④

①　会費が半分なら考える
②　昼間の例会は参加が難しい
③　同世代や同性が少ない
入会したいが弊害が生ずる会員に対しての救済措置が必要になるのではないでしょうか？

◆楽しさをもっとアピールしよう！
　「労足りんクラブ」になっていません
か！？
　ロータリークラブの原点を表す表現に
「職業奉仕」があります。私は常日頃か
ら一経営者として会社の存在理由は、「先
ず事業の目的・意義が明確にされ、世の
中に必要とされている」事が、日々の業
務に生かされている状態であることと考
えています。表現は違えど、まさにこれ

は「職業奉仕」であって、会員一人一人が、この精神を日々実践し、同時にロータリークラブの団体
としての社会的な奉仕で地域社会や国際社会でお役に立つことが団体組織としての「存在感」ではな
いでしょうか！？
　会員の増強は、先ずは自身がロータリークラブの本当の楽しさに気づき、それをまわりのご縁のあ
る友人・知人・先輩・後輩に十分に説明出来ていないと進まないのではないでしょうか！？先ずは、
「労足りんクラブ」から一人一人が脱却して、ロータリークラブの楽しさを今の仲間及びこれから加
わってくれる仲間と共有し、団体外の地域の一般の人々にも伝える努力して行きましょう！

◆新入会員獲得のポイント
RC活動が４つのテストに照らして意義ある事を会員が確信する事
候補者が入会する事で本人にどんなプラスがあるかを整理しておく事
候補者が入会する事でクラブにどんな貢献が出来るかを明確にする事
親睦と職業奉仕がロータリーの基本であることを説明する事
周到な準備と根回しをする事

◆会員増　「教」・「協」・「共」
　会員を増やすことについては十分に理解しているが、はたして入会して頂いた方々についてはどう
なのか？ロータリーに入ってよかったと思えるような活動の機会が得られたのか？親睦を深め多くの
友に出会えたのか？人間性を高められたのか？を問えば答えを見つけ出すのは一人ひとり異なると思
われるし、難しくも思える。増強の「強」には会員の資質の強化といった堅苦しい言葉だけではなく、
例えば諸先輩方からクラブ伝統の「教」えを受け、互いに「協」力し合い、「共」に支え合う気持ち
が含まれるものでなければならないと思う。その思いがすべての行動に現れた時、ロータリークラブ
そのものが、より楽しく更に自身を成長させてくれる場と感じる。



　8月は会員増強月間と云う事で、本日クラブフォーラムをさせていただきます。

次回例会
9月7日（火）　点鐘／12:30

・リモート例会

■ 点　鐘 13：10

　3点について、私の思考や個人的な見
解を述べながらお話させて頂きます。ま
た平成生まれの若い世代の感性にも触れ
て行きたいと思います。

　昨年の暮れ頃から「風の時代」という
言葉を耳にした方も居ると思います。占
星術用語ですので、太陽系の惑星や星座
の位置に関係しています。
　時代は大きく分けて火・土・風・水と
言って4つに分類されるらしいのですが、
2020年12月22日から風の時代に変わっ
たと言われています。私も含め皆様は土
の時代の人間です。経済力が世の中を動
かす資本主義の時代です。

　風の時代はと言うと目に見えない情報や知識・教育などが重視され人はより知る事を求めるように
成ります。また昨今、キーワ－ド的な言葉と成った「多様性」と云うワードが髄所に出て来ます。皆
さんも少し考えて頂けたらと思います。

　多様性とはダイバーシティとも言いま
すが、単純に色々ある事ではなく性質の
異なるものが存在する事です。ロ－タリ
－で言えば様々な業種また、世代を超え
た幅広い年齢層が「奉仕」というワ－ド
で「多種多様」でありながらも良い仲間
的な感じかと思います。
　もう少し具体的な話が次の「30代・女
性会員を入会に導くには？」に成ります。
女性の方は幅が広いので同じく平成生ま

れくらいを限定して考えると総じて、「あまり好き嫌いを全面に出さない」「リアクションが薄いの
に実は興味があった」なんて事があるかと思います。恐らくは相手を不快させない為の言動ですが、
「イエスかノ－かはっきりしろ」と言う昭和生まれの皆さん、少しは理解を示して欲しいものです。
　そのような平成生まれの方を会員にするには「ロ－タリ－の多様性」と言った部分で柔軟に対応す
る必要性もあると思います。ロータ－アクトが存在すればもっと次世代の考えも共有出来たかも知れ
ません。伊那中央ロ－タリ－クラブ独自の「準会員制度」のような形で何れは正会員に成って頂く取
組みです。

資料⑫

①　会費が半分なら考える
②　昼間の例会は参加が難しい
③　同世代や同性が少ない
入会したいが弊害が生ずる会員に対しての救済措置が必要になるのではないでしょうか？

◆楽しさをもっとアピールしよう！
　「労足りんクラブ」になっていません
か！？
　ロータリークラブの原点を表す表現に
「職業奉仕」があります。私は常日頃か
ら一経営者として会社の存在理由は、「先
ず事業の目的・意義が明確にされ、世の
中に必要とされている」事が、日々の業
務に生かされている状態であることと考
えています。表現は違えど、まさにこれ

は「職業奉仕」であって、会員一人一人が、この精神を日々実践し、同時にロータリークラブの団体
としての社会的な奉仕で地域社会や国際社会でお役に立つことが団体組織としての「存在感」ではな
いでしょうか！？
　会員の増強は、先ずは自身がロータリークラブの本当の楽しさに気づき、それをまわりのご縁のあ
る友人・知人・先輩・後輩に十分に説明出来ていないと進まないのではないでしょうか！？先ずは、
「労足りんクラブ」から一人一人が脱却して、ロータリークラブの楽しさを今の仲間及びこれから加
わってくれる仲間と共有し、団体外の地域の一般の人々にも伝える努力して行きましょう！

◆新入会員獲得のポイント
RC活動が４つのテストに照らして意義ある事を会員が確信する事
候補者が入会する事で本人にどんなプラスがあるかを整理しておく事
候補者が入会する事でクラブにどんな貢献が出来るかを明確にする事
親睦と職業奉仕がロータリーの基本であることを説明する事
周到な準備と根回しをする事

◆会員増　「教」・「協」・「共」
　会員を増やすことについては十分に理解しているが、はたして入会して頂いた方々についてはどう
なのか？ロータリーに入ってよかったと思えるような活動の機会が得られたのか？親睦を深め多くの
友に出会えたのか？人間性を高められたのか？を問えば答えを見つけ出すのは一人ひとり異なると思
われるし、難しくも思える。増強の「強」には会員の資質の強化といった堅苦しい言葉だけではなく、
例えば諸先輩方からクラブ伝統の「教」えを受け、互いに「協」力し合い、「共」に支え合う気持ち
が含まれるものでなければならないと思う。その思いがすべての行動に現れた時、ロータリークラブ
そのものが、より楽しく更に自身を成長させてくれる場と感じる。


