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会長挨拶 竹村利之会長エレクト

イラク事情

伊東さんのご尊父が亡くなられた由､ お悔やみ

申し上げます｡

今から40年位前の６年間､ 初めの３年間は文部

省科学研究費によるイラク・カルバラ沙漠遺跡調

査団の隊員として､ 後の３年間は北部のスレマニ

ア大学で建築学の講師として妻とイラクで暮らし

ました｡

狂気とも思えるＩＳによる暴行によって､ 数々

の貴重な遺跡の破壊が続き胸を痛めております｡

そしてイラクは危険という認識が一般的になって

いますが､ 私がいた頃のイラクは人々皆が親切で

優しく温かく､ どれほど助けて頂いたか判りませ

ん｡ 知らない人でも今晩ご飯を食べに来いと招待

を受け､ その場で生きている羊を調理して､ 頭蓋

骨にご飯や肉や干しブドウなどを詰め込んだ､ 飛

び切り上等なイラク料理で歓待されたりしました｡

長男が誕生した時のことです｡ 出生届がアラビ

ア語で発行されました｡ ２週間以内にそれを英語

から日本語に訳して日本大使館に提出しなくては､

息子は日本国籍を取得できません｡ そこで居住地

から400km 離れたカルバラに滞在していた日本

の遺跡調査隊のアラブ人に協力してもらい､ 書類

を整え提出することができました｡

今回はその当時のほんの一部を紹介させていた

だきました｡

９月のお祝い事 おめでとうございます

＜結婚記念会員＞ 吉田真砂彦さん 村田弘志さん

竹重王仁さん

＜夫人誕生記念＞ 福澤恵子さん 飯田幸子さん

小出ゆかりさん 小林まさ子さん 村田美佐子さん

坂井志津子さん 清水昌恵さん

＜会員誕生記念＞ 伊藤宗正さん 伊東義次さん

小林健治さん 大橋東二郎さん 坂井史明さん

清水 満さん 山口和彦さん 吉田真砂彦さん

職場例会報告 山本博昭職業奉仕委員長

集合場所の水内発電所ではなく､ 水内ダムへ行っ

てしまったバス｡ 山本さん何処にいるの？の電話

をもらいびっくりです｡ それでも５分遅れで､ 見

学ができ､ 皆さんにも興味を持っていただけたの

で良かったです｡ ジンギスカンも57人分平らげま

した｡ 帰路の車中はさぞかし匂ったことでしょう｡

お疲れ様でした｡

９／11 本日のプログラム

伊東義次ガバナー補佐事前訪問例会

会 員 卓 話 伊 東 義 次 さ ん
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世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World



幹事報告 村田秀雄副幹事

・本日伊東義次さんのご尊父が

ご逝去され告別式と重なり､

会長は､ 別件の葬儀にて欠席

の為, 高井新太郎副会長と小

山幹事が代表参列｡

・日韓親善会議で綿貫隆夫 PG

出席｡ 於：東京｡

戸倉上山田 RCへ伊東ガバナー補佐にかわり高

井ガバナー補佐幹事と瀧澤ガバナー補佐副幹事

ガバナー公式訪問へ代理同行｡

・11日伊東義次ガバナー補佐事前訪問例会､ 18日

ガバナー公式訪問例会ともどもニコニコ BOX

へご協力お願いします｡

出席・ニコＢＯＸ報告 飯田弘己例会運営委員
９/４ (会員53名) 出席27名前々回修正出席率91.66％

・高橋英司さん☆相馬さん卓話を楽しみにしてい

ます｡

・飯田弘己さん☆山本委員長､ ありがとうござい

ました｡ 見たかった発電所と美味しいお肉で大

変良い企画でした｡

・轟 修平さん☆山本さんありがとうございまし

た｡ 高専の後輩がいて嬉しかったのと､ サフォー

クが美味しかったです｡

・若麻績信昭さん☆同じく｡

・野村泰久さん☆先週の旅行でラスベガスに２泊

したのですが・・・１ドル84円の時のドルをた

くさん持って行きバクチを目一杯やろうと意気

込んでいたのですが時間が無くて１ドルも使え

ませんでした｡ 涙々々々

＊本日は背広にロータリーバッチを付けていない方にニ

コニコBOXへ投入していただきました｡

次回もチェックしま～す｡ 皆さん､ ロータリーバッチ

を､ お忘れなく・・

・合 計 17,000円 ・スヌーピー 4,680円

・累 計 170,571円

会 員 卓 話 相 馬 栄 治 郎 さ ん

｢近況報告｣

ご無沙汰しています､ 私が佐
久の本社に席を置くようになっ
て15年が過ぎてしまいました｡
暫く単身生活を送っていたので
すが､ 現在は､ 長野から主に新
幹線通勤をしています｡
その日課は､ 朝 ｢７時20分｣

妻に送って貰って長野駅に向かい ｢７時40分発は
くたか552号｣ に乗り ｢８時02分｣ に佐久平駅に
着きます｡ そこから､ 止めてある車に乗り替え
｢会社着８時23分｣ おおよそ１時間の通勤時間と
なります｡
最近多少ゆとりが出来たので､ 時間が空くと､

気分転換に車で佐久の本社から ｢蓼科スカイライ
ン｣ で南八ヶ岳連峰大河原峠 (2,093M) まで標
高差約1,400Mを一気に車で行くことがあります｡
そこから一望すると､ 此方側と浅間山を挟む盆地
に千曲川が流れ､ 佐久市から軽井沢町まで見渡せ
ます｡
【相馬商事㈱会社紹介】
グループ従業員300名､ メイン事業である石油

は､ JX日鉱日石エネルギー特約店｡
アグリ営業部は､ 日本農薬､ 三井化学アグロ､

日本曹達､ 積水フィルム､ ロイヤルインダストリー
ズ特約店､ アグロ信州出資者｡
建材営業部は､ 太平洋セメント､ JFE 建材､

積水化学工業特約店､ 英和砕石出資者｡
ライフ営業部は､ カーブスジャパン FC､ マツ

モトキヨシ甲信越販売 FC､ ウエルネスジャパン
FC､ 東京海上代理店｡
グループ企業として､ 横浜ゴム代理店､ 車検の

コバック FC､ 車買取のラビット FC として､ 小
売店舗24､ 運動系店舗６､ セールス拠点10､ 合計
40拠点と２管理部門により成り立ち､ 明治35年の
創業以来､ ナショナル経済とローカル経済を結ぶ
事をビジネスモデルとしてまいりました｡
グローバル化・少子高齢化・ボーダレスと言う

陳腐化されて､ 当たり前になった現実の中､ 私達
は､ インターネットや通販ではお届けできないサー
ビスを提供するローカル企業であることに誇りを
持っています｡ 以上です｡
始めにお話しした様に､ 家族は長野､ 本社と母

と実家が佐久に､ お客様が県下に広がる＝長野県
人です､ ドメスティクな企業には生きづらい時代
が続きますが､ 長野県企業として頑張って200年
企業となれたら嬉しいです｡
最後に､ 長期休会状態の私を卓話に呼んで頂い

た友情に感謝します｡ 車検・ガソリン・洗車・リ
ハビリ・タイヤ卸と長野市内拠点の弊社のご利用
をお願いして､ 終りとします｡

例 会 案 内

９月18日 望月ガバナー公式訪問例会

９月25日 ゲスト卓話 ヨンジャン サントスさん


