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奉仕を通じて平和を Peace through Service

会長挨拶 青木茂人会長

｢皇寿を迎えました｣

私の店 ｢すや亀｣ はこの２月で創業111年､ 皇

寿 (こうじゅ) を迎えます｡ 小諸の酢屋久左衛門

商店様より明治35年に暖簾分けをさせていただき､

｢酢屋｣ に祖父の名前 ｢亀吉｣ の亀をつけ ｢酢屋

亀｣ となりました｡ 創業時は醤油屋でしたが､ 父

の代で味噌屋となり､ 私の代で ｢みそサービス産

業｣ と変化しております｡ 通常､ 百年以上も続い

ておりますと､ ３代でなく､ ４代あるいは５代に

なっているところがほとんどですが､ 我が家は代々

晩生 (おくて) で､ 結婚が遅かったり､ 長男の誕

生が遅れ代替わりが進まず､ 商売が隆盛になった

ときに継げないのでなかなか大きくなれません｡

明日の ｢週間長野｣ に広告が載りますが､ ①明治

44年店が新しく出来た時､ ②昭和30年の初荷の時､

③昭和60年小売や飲食を始めたとき､ そして④今

年の正月５日に撮った写真を並べた広告ですが､

同じ場所から同じ建物を撮り､ 多少社員は増えて

おりますが111年経ってもたいして大きくならず､

まさに ｢亀の歩み｣ です｡

喜寿や米寿はご存知でようが､ 皇寿をご存知の

方は少ないと思われます｡ 皇寿の皇は白と王に分

かれます｡ 白は百から一を取りますので99､ 王は

二と十ですので12､ 合わせて111になりますので

皇寿だそうです｡

幹事報告 加藤麻樹副幹事

・14日 長野市内６RC幹事会開催

・28日炉辺談話 18：30～於：ます栄 皆さん､

ふるってご参加ください｡

・会長のコートがまだ出てきません｡ 再度の確認

をお願いします｡ (紺色のウール地ネーム入り)

出席・ニコＢＯＸ報告 狩野例会運営委員長

２/８ (会員58名) 出席39名前々回修正出席率94.1％

ゲスト 周 玉清米山奨学生

・青木茂人さん☆会長挨拶

で申し上げたように､

すや亀はこの２月で創業

111年 (皇寿：こうじゅ)

を迎えました｡ 皆様のお

引き立てに感謝します｡

明日の週刊長野の広告を

ご覧ください｡

・野村泰久さん☆昨日は当会館にての新年会､ そ

の後の二次会､ 三次会で飲み過ぎ先程まで家で

寝ていました｡ 財布を見たらおつりの千円札ば

かりですのでここでニコBOXに投入します｡

２／15 本日のプログラム

会 員 卓 話 高 橋 英 司 さ ん

｢四国歩き遍路を体験して｣



・伊倉智毅さん☆本日卓話を務めさせていただき

ます｡ 内容はともかく時間厳守で頑張ります｡

・小池裕孝さん☆信濃グランセローズ ｢Club

セローズ81｣ 法人会員ありがとうございます｡

今年こそは独立リーグチャンピオンを狙って頑

張ります｡ ご支援宜しくお願いします！！

・狩野 土さん☆２月､ スキーシーズン真っ最中

です｡ 今年は雪質も安定しています｡ 是非黒姫

にお越しください｡

(信州しなの町エコツーリズム観光協会長より)

・合 計 18,000円 ・累 計 500,797円

会 員 卓 話 伊 倉 智 毅 さ ん

｢自己紹介｣

私は､ 昭和42年５月16日に

神奈川県横浜市に生を受けま

した｡ この年､ 巷ではゴー

ゴー喫茶が大流行､ 雑誌に

｢天才バカボン｣ ｢あしたの

ジョー｣ の連載が開始され､ ウルトラセブンがテ

レビに登場､ リカちゃんが発売されたのもこの年

です｡ 歌謡曲では裕次郎の ｢夜霧よ今夜もあり

がとう｣ 佐良直美の ｢世界は二人のために｣ グルー

プサウンズ人気が爆発したのもこの年です｡

父は静岡県御殿場市で農家を営む家の長男でし

たが､ 何故か上京し銀行員となり横浜に居を構え

るに至りました｡ 現在は御殿場に戻り母と犬一匹

と暮らしております｡ 私は､ 二歳で総持寺という

石原裕次郎のお墓があるお寺の保育園に入れられ

５年ほど通い､ 地元の小学校へ通います｡ 卒業す

るまで４人の担任にお世話になりましたが､ 内３

人から今話題の体罰を受けました｡ 当時､ 授業中

騒いでいればチョークが飛んでくるのは当たり前

でビンタも日常的でした｡ 私の目撃した体罰で最

も印象深かったのは､ 級友が蚕を育てている箱を

ロッカーから誤って落としてしまったところ､

｢落とされた蚕の身になれ｣ との事でその級友も､

ロッカーの上から先生に落とされました｡ 全く訳

が分からず一同唖然でした｡

しかしながら､ その先生は人気者でもあり汚い

アパートに遊びに行った事もあります｡ その際､

部屋で如何わしい雑誌が発見され､ それからしば

らくは大人しかったのが今でも笑えます｡

中学校では陸上部に所属

し走り高跳びで横浜市３位

になった事がささやかな自

慢です｡ 陸上部の顧問も強

烈でした｡ ビンタだけなら

まだしもパンチも繰り出してきます｡ 乗り込んで

きた他校の不良生徒にも鉄拳制裁をくらわすワイ

ルドぶりでした｡ その先生は体育の教員でしたが､

ある日､ 金髪に染めてきた不良生徒をグランドに

落ちていた板でメッタうちにするという事をやら

かし流石に問題になりました｡ 以後､ 体罰は無く

なったものの体罰は腕立て伏せとスクワットに替

わり､ その量は先生の気分次第でした｡ 当時､ 級

友達とビンタを張られた方が楽と話していました｡

しかしながら､ この先生も親父のような存在で因

みに元漁師でした｡

高校は私学大学の付属校に進学し部活動はアメ

リカンフットボール部に所属しておりました｡ 流

石にここでは体罰をふるう教師はおりませんでし

たが､ 何かというと ｢ミサイルぶち込まれるぞ｣

と訳の分からぬ恫喝をする教師に出会いました｡

因みにその先生はミサイルというあだ名で呼ばれ

ていました｡ 大学卒業を経てバブル崩壊序章の平

成２年､ 大和証券に入社し今に至っております｡

何発殴られたか記憶に無

い体罰世代の私ではありま

すが､ 今後も何卒お手柔ら

かにご指導の程､ お願い致

します｡
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２月22日 ゲスト卓話 堀 川 啓 子 さ ん
｢ヨガでリフレッシュ｣

３月１日 会 員 卓 話 小 林 敏 生 さ ん

３月８日 会 員 卓 話 村 田 弘 志 さ ん


