
 

 

 

   

今月 2 月は、「世界理解月間」となっており、今から 110 年前の 1905 年 2 月 23

日に弁護士のポール・ハリスを中心に 4 名で初めての会合がシカゴで開かれた日で

ロータリークラブの創立記念日となっています。したがって 2月は「世界理解月間」

と指定されています。 

また、今月 15日は岡谷ロータリークラブの創立記念日になっていまして、ちょう

ど今年は IMの日ですが、1960 年(昭和 35年)2月 15日に第 1回目の例会が開かれた

ということです。この伝統と歴史ある岡谷ロータリークラブをここまで築き上げて

来られました先輩の皆様方に感謝申し上げる次第でございます。 

さて、今日は節分です。節分といえば豆まきです。一般の家庭では「鬼は外、福

は内」と声を出しながら豆を撒いて年の数だけひろって食べればからだも丈夫にな

り風邪などもひかないと言われどこにでも落ちている土のついたような豆でも食べ

たものですが、近頃は節分の時期になると多くのスーパーでは節分にちなんだコー

ナーが設けられその中で福豆として売られています。そして小さな袋に入っている

ので豆はきれいで安心して食べられますし、それには鬼のお面までついています。

時代は変化しています。私のところでは毎年私が鬼をやっておりますが、元来は家

長たる父親あるいは年男が豆を撒いて鬼を追い払うものですよね。 

皆さんのところでは鬼の役は誰でしょう? 

 

 

 本日の理事会で杉田隆夫会員の退会、八十二銀行小山智新支店長の入会が承認

されましたのでご報告いたします。小山会員＝出席委員会・親睦委員会※ 
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 2/12(木)3 クラブ合同夜間例会、2/15(日)諏訪グループ IM となります。10 日、

17日は振替休会となりますので、お間違いの無いようにお願いします。 

 

 

 

社会奉仕委員会  書き損じハガキの回収の締切りを延長いたします。2/24までに

受付又は事務局までお持ちください。ご協力お願いします。 

次期ガバナー補佐事務局  2/15 に IM が開催されますが、次年度は岡谷 RCがホス

トクラブとなりますので、是非多くの方にご参加いただきますよう、お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 本日の卓話でございますが、私の自己紹介ということで、お願い致します。 

私のみの自己紹介ですと、30 分も申し上げられませんので、家族、会社を含めま

した紹介とさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。 

私が生まれましたのは、昭和 42 年 5 月 10 日私の両親、勝彦、敏子の間の次男として岡谷で生

まれました。父の仕事の都合で生まれて間もなく上田へ引っ越しました。そこで４歳まで暮らしまし

た。あまりに幼小でしたので記憶がありませんが上田城から少し歩いた緑が丘というところで家の

まわりに葡萄畑がありよくつまんで食べたのを記憶しております。又市の北側に太郎山という山頂

に赤い鳥居がある山（１１６４ｍ）がありましてそこへ３歳のときに登ったのを覚えております。非常に

きつかったのですが眺めがすばらしかったです。 

岡谷へ戻ってきますと家は現在イルフのある中央町に住みました。自宅のすぐ横には昭和１１

年建築の佐寿中ビル３－４階がありそこで祖父が家電製品の販売店を営んでおりました。自宅の

すぐ裏は「淀」という居酒屋があり丸山横町がすぐそばで夜はなかなか賑やかな場所でした。丸山

横町の中には今辰野のロータリークラブの幹事をされております焼き鳥の「とり欣」さんがありました

がお店は辰野へ引っ越してしまいましたが今でもこのお店の煮込みを食べに行きます。又、紀文

寿司というお寿司やさんもありまして店主の西尾さんからおやつがわりにカッパ巻など与えられ可

愛がってもらいました。成人してからも美味しいお寿司をよく頂きに行きました。 

小学校は田中小へ入学し、田中タイガースという野球チームに所属しました。当時の監督は山

二発條さんの笠原久平さんで熱血指導者でした。今のように子どもの親が駆り出され県外まで遠

征ということはなく、試合は市内で自転車、もしくは監督、コーチの車で移動し試合をおこなってお

りました。よく面倒をみて頂きました。 

私には２歳年上の兄がおりますが、北沢洋之介先輩と同年で近所ということもあり丸山橋の側に

丸山タンク等ありそこでもよく遊びました。当時はウルトラマン、仮面ライダーがテレビで放映されて

おり遊びも「ウルトラマンごっこ」というものが中心でしたが私はいつもバルタン星人役で兄や洋之

介先輩からやっつけられる役割で非常に悲しかったのを覚えております。 

幹 事 報 告 

委員会報告 

 宮坂晃介会員 
卓話「自己紹介」 

 



 
小学５年の時に現イルフにあった家から現在の本町に引っ越しました。それに伴い岡谷小へ転

校いたしました。岡谷小では田中小では経験できない様々なことがありました。 

学校の裏山にアスレチックコースがある、ソリコースがある、さらに山深くはいり穴を掘ると、黒曜石、

黒曜石で出来た矢じり、縄文式土器のかけらを採取することができ学校、裏山自体が学び場であ

りました。岡谷小学校もいよいよ来年３月で廃校となり田中、神明小と統合になります。私自身は２

年間しか在校しておりませんが子ども達は３名お世話になっておりますので寂しいものがあります。

今学校統合に向けて６つの委員会があり、そのひとつである通学・安全部会に出席させて頂いて

おります。それは新しく通学する学校への通学路を決めていく部会で実際に道を歩き危険が無い

かどうか確認し、通学路を決定していく部会です。子供達の安全に向けて微力ながらお手伝いを

したいと思います。 

中学時代はバレーボール部に入部しミドルブロッカーを務めました。残念ながら先生のせいに

してはいけませんが先生もバレーボールが素人で強くはなれませんでしたが、楽しく充実した時

間を過ごしたと思います。このときたしか１年生の３学期に猛烈な寒波がやってきて諏訪湖がしっ

かり凍結し学校の前の諏訪湖にスケートリンクを作り滑った覚えがあります。先生がこんな経験は２

度と出来ないから全員スケートをするように！と言われ、やりましたが寒かった覚えしかありません。

－２０度はあったでしょうか？ 

高校に入りますと仲の良い悪い友人に強制的に化学部に入れられてしまい（私は文系でした）

３年になると知らない間に化学部を代表する部長にされていました。ふてくされた私は殆ど部活に

は参加せず、麻雀、パチンコをするようになりました。悪い先生もいて学校のすぐそばに先生の職

員宿舎（１軒家）がありそこが雀荘になり先生と一緒に麻雀をやりながら酒ものみました。（こんな先

生は１人きりでしたが）あるとき電車の待ち時間があり時間つぶしにいつものパチンコ屋さんに入り

楽しんでいますと私の横にスッと座り「今日は調子はどうだい？スロットの方がいいぞ？」と声をか

けてきた人がおり横を見ると、なんと教頭先生でした。「あー終わった謹慎処分だ」と心の中で叫ん

でいると「ほどほどにしとけよ！」と言い残して行ってしまいました。そのことを友人に話すと、同じ

経験をした友人がもう一人おりました。今思えば先生も教職の立場で学校帰りにパチンコ屋さんへ

寄って生徒と顔を合わせてばつが悪かったのではないかと思います。因みにその先生の専門は

化学でした。化学部の顧問ではありませんでしたが授業は面白かった記憶があります。 

高校時代はその独特な校風にいくらか反発しながら少しいばらの道を歩いたような気が致します

がここ３年程前から同総会を年に一度東京で開くようになり、必ず出席しております。先ほど申し上

げたような話の連続で、久し振りに腹の底から笑える良い会になっております。 

高校ではこのような調子でしたので当然のように浪人致しました。どうしても親元を離れたかった

ので東京で浪人させて頂きました。予備校と提携している寮に入りました。文字通り４畳半の部屋

で１０名の仲間と暮らしました。このときの仲間が良くいまだに連絡を取り合っています。親に内緒

で原付免許を取り中古のバイクを購入し都内を乗り回していました。 

無事大学に入りますと、ますます良い友人との出会いがありました。勉強の話は置いておきまし

て、遊びの話しばかりですが、冬は友人を実家に招き白樺方面へスキーへ、夏は沖縄へ行きダイ

ビングのライセンスを取ったりしました。又同じクラスの中にインドネシアからの留学生がいました。

女性でしたが活発な人で是非インドネシアの自宅へ遊びに 

来いというので大学４年のいわゆる卒業旅行の際に５人でお邪魔しました。５人泊まれるだけの家

だけあってそれはそれはすごい屋敷でした。住み込みのお手伝いさんが5-6人いて、夜トイレ行こ

うとピアノの置いてある大理石のホールを横切ろうとしたらピアノの下で寝ている人もいました。大

理石が冷たく気持ちが良いのかなと思いました。食事は水牛のしゃぶしゃぶを頂きましたが肉は

 



 
良かったのですがお米の匂いが気になりました。 

大学時代の友人も今は皆、結婚し子供もできており、家族ぐるみでスキーにも行きます。 

こういった良い関係は一生続けてゆきたいです。 

これからは私が就職をして、、、という話に移って参りますがその前に宮坂家の商売の歴史にも

触れておこうと思います。大正 4 年（１９１５年）に佐寿中電気合資会社を設立  今年で１００年そ

の後、松下電器産業、松下電工、丸石自転車、ホンダ技研などと代理店契約をしていき長野県各

地へナショナルの販売会社を設立、バイク、自転車はサスナカ商会で取り扱い私のおります信濃

電材は昭和４９年に設立されました。このような中で松下電器、電工との繋がりが非常に深く大学３

年のときに父親と話し合い次男の私が家を継いでいこうということになり、まず修行ということで、松

下電工へ３年間お世話になることになりました。 

松下電器産業と松下電工の違いについてですが、製作している分野によって分けております

AV,白物家電（冷蔵庫、洗濯機）、電池、ランプ 等が松下電器産業照明器具、配線器具（コンセ

ント、スイッチ）ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ、ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ等が松下電工になります。家電製品は松下電器、施工を伴

う製品は松下電工になります。今ではこの２社は一緒になりパナソニック㈱となっております。 

さて、松下電工へ入社いたしまして１ｶ月は大阪、門真市の本社で研修その後勤務地は 

東京で申請しており、大学の延長戦で楽しくやろうと思っていましたら「宮坂君は名古屋！」 

と人事担当者に言われ思わず「ゲ！」と言ってしまい睨まれたのを覚えております。 

名古屋での生活はやはり寮での生活ですがとても古い寮で朝目覚めると天井にヤモリが 

張りついていたり、一斉にエアコンを使うと電気容量をオーバーしブレーカーがとんでしまうようなと

ころでした。しかし半年経つと新しい寮が完成しそちらの快適な寮に移りました。仕事の内容は松下

電工の中でも一部家電製品を製作しており、（ドライヤー、シェーバー、モミモミ等）そちらの商品を

代理店へ販売する営業担当でした。担当地区は豊橋、三河安城地域でした。車で海の幸を頂きな

がらお得意先を回ったり、新幹線で移動したり色々な経験をさせて頂きました大阪発祥の会社だけ

あって関西方面の出身者が多く社内は関西弁で溢れていました。標準語で話していると「なんやね

ん その言い方は あほ！」と言われ関西弁の勉強もしました。今でこそあまり出てこなくなりました

が、関西弁の人と喋ると自分も関西弁になりますし、お酒が入るとやはり出てしまいます。 

名古屋の街は都会の田舎という感じで垢抜けない町という印象でしたが、高島屋が駅前に出来

てから変わってきました。食事も濃い味付けが印象的で、みそかつ、みそおでん（どてやき）などは

今でも敬遠しますが味噌煮込みうどんは好きになりました。今長野県にもコメダ珈琲が出店してき

ておりますが名古屋発祥の喫茶店で良くいきました。長野県への進出は何より家内が喜んでおり

ます。又、名古屋市内から 1 時間少しのところに知多半島がありますが、海はそれほどきれいでは

ありませんが、名産の大あさり、蝦蛄、平貝、日間賀島のたこ、ふぐなどは有名で今でも食べにい

きます。 

３年が経ち長野県へ帰ってきますと、松本、長野、岡谷、松本、岡谷（現在）と勤務地を転々とし

ました。その間名古屋時代に同僚であった今の家内をこちらへ連れてきて結婚をし子供も設けま

した。家内の真由美は名古屋生まれ名古屋育ちで大学時代は体育会でテニスをしておりました。

家の中で閉じこもっているタイプではなく、子供達が成長していく中で最近保育士の資格を取得し

働き出しました。 

長男は中学２年生で私と同じバレーボール部へ入りました。ポジションはウイングスパイカーで、

平日はもちろん土、日曜日も練習に明け暮れています。通常の部活動の時間内であれば子供だ

けで帰宅できるのですが、社会体育という日が週に２回あり練習を延長して行う日があります。そ

の時は親が学校まで迎えにいかなければならず結構負担になります。又、諏訪地域の男子バレ

 



 
ーボールの試合は何故か南部中学と決まっており試合がある日は会場校の生徒の親も学校へ行

き試合終了後の清掃、先生方の弁当、飲み物の準備で大変です。私も南中で試合があるときは

良く見に行きますが、家でごろごろテレビを見ているより面白いですし熱くなります。今年３年にな

りますので中体連まで４カ月です、可能な限り見に行き当日の試合について同じ目線で話ができ

るようにしたいと思います。 

次男は岡谷小５年生です。学校では合唱部に入っております。岡谷小最後の卒業生になりま

す。小学校２年生からボーイスカウトをやっております。この岡谷ロータリーはボーイスカウト第１団

と繋がりがありますが、じゅんぺい次男は残念ながら第２団の所属です。おかげでテント張りは早く

て正確、ロープワークももやい結び、８ノ字結び、えび結び等 

器用にできます。私も御柱祭へ向けてのロープワークの練習が私の住む新屋敷区でありますがな

かなか覚えられませんが良く次男に聞きます。 

３年前に長男と３人で春スキーに行きましたがゲレンデの一部がみぞれ状態になっておりそこを

通過する際転倒、足を骨折してしまいました。みぞれ状態のゲレンデは急ブレーキとなり引っ掛か

りやすいので通常はビンデイングを緩めてあげる（ブーツがすぐ外れる）ようにしてあげなければな

りませんが私がそれをおこたったための怪我になりました。スキー場から岡谷病院まで車で運びま

したがあまりの痛さに途中気絶してしまいました。可哀そうなことをしました。しばらくスキーをやりた

いとは言いませんでしたが、昨年同じスキー場でリベンジしました。このシーズンもまたいきたいそ

うです。 

３男は岡谷小２年生です。そうです 3 人男の子です次男次男と一緒にボーイスカウトをやってお

ります。生まれてすぐ片側の肺に穴が空いてしまい豊科の子供病院へ緊急入院しました。先生看

護師の方々の懸命な治療で１ｶ月程で退院できましたが、子供病院の対応が素晴らしかったのを

記憶しております。病院へ行くといつも違う看護師、先生がいました。２４時間治療のため交代交

代でシフトが組まれているのでしょう。ところがキチンと引き継ぎが出来ておりどの看護師に聞いて

も患者の具合の経過、今の状態が正確に帰ってきまして安心して子供を預けられました。会社で

も見習いたい程です。幼小のころは風邪をひくとすぐ肺へ菌がまわりゴホゴホやっておりましたが、

小学生になってからは風邪ひとつひかなくなり丈夫になりました。３人の中で一番運動神経が良く

バレーボールをやるのかテニスをやるのかわかりませんが将来 

が楽しみです。 

本日は自己紹介ということですが、今日は経歴の話ばかりでしたが、今の私についてですがど

んな趣味があるか春は山歩きをします。目的はタラの芽、こしあぶら等の山菜とりです。区の林野

委員を務めている関係でその面白さにめざめました。夏は海釣りです、新潟、富山方面へ行き豆

鯵～キス、メゴチ（子供と一緒に出来る釣り）をします秋は特にありませんが、食欲の秋なので食に

ついて述べますが、私は家で土、日は料理を作ります得意な料理はビーフシチュウ、色々な種類

の味付をしたパスタ、テンプラ、チャーハンなどです。ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｳを作るときなどは赤ワインを使うた

め一杯やりながら作りますが、できあがるころ私も出来あがってしまうこともしばしばです。チャーハ

ンは専用の中華鍋があり油をさして大事に保管しておりますが、こだわりがありまして具は卵とネギ

だけのシンプルなチャーハンです。いかに香ばしくふわっと、パラリと作るかが決め手ですが中々

思い描いているようなものはできません。冬はスキーをします。主に白樺湖方面で晴れた日だけに

いきます。先ほども少し触れましたが、大学時代の友人と戸隠、志賀高原へ行くこともあります。白

樺湖で穴釣りをしたこともありました。私は基本食べること飲むことが大好きで食べ歩きもします。

東京などへ行った場合は天ぷら屋さんが大好きで目の前で揚げてくれるお店へ行きます。ビール

から始めて生きたエビの足をからりと揚げたのをつまみにワインに変え魚介類野菜と止まりません。

 



 
実は池波正太郎のファンでもありますので彼の本に出てくる店、食べ物が好きになり彼が贔屓にし

ていたお店、食べ物を食べたくて歩きます。飲むことについては最近弱くなりました。あんまり量を

多く飲むと翌日どこへ行ったか何の話をしたか覚えていないときがあります。ロータリーでは粗相を

しないよう注意したいと思います。 

最後に祖父 昌人が岡谷ロータリー、父 勝彦がエコーロータリー、そして私が岡谷ロータリーと

3 世代に渡ってロータリークラブにお世話になります。あっ もう一人いました今私の甥がロータリ

ーの交換留学生で昨年の夏からフランスへ留学させて頂いております。何やらフェイスブックでフ

ランス人の女の子と仲良く写真に写っています。フランス語が大分上達したようです。ありがたい機

会を頂き幸せです。 

まだまだ解らないことだらけでありますが、少しずつ色々覚えロータリーを通して社会貢献出来

ればと思います。どうぞこれからも末永くご指導ご鞭撻をお願いいたしまして 

本日の卓話とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

 

 
 

  

宮坂晃介  本日は卓話です。よろしくお願いします。 

井上保子・梅垣和彦・小口泰史・笠原新太郎・北澤洋之介・薩摩 建・佐藤有司・

竹村一幸・中嶋孝一・中畑隆一・中村文明・濵 毅・濵 俊弘・林広一郎・林 尚

孝・林 裕彦・林 靖高・平沢清文・宮坂 伸・宮坂宥洪・宮澤由己・矢島 實・

山崎典夫・小口裕司  宮坂晃介会員、卓話楽しみにしてます。 

宮坂宥澄・林 靖高・山岸邦太郎  成田山蓮華不動院節分祭、盛大でした。 

井上保子・梅垣和彦・薩摩 建・中嶋孝一・林広一郎・林 尚孝・林 裕彦・林 靖

高・宮澤由己  本日、節分です。豆をまいて鬼を追い払いましょう。 

井上保子・守屋麻里  もうすぐバレンタインデーです。日ごろの感謝をチョコに

こめて。 

山岸邦太郎  創業月です。 

 

 

 

会員数４１名、出席者２９名、出席率７４.３６％、前々回訂正８５.００％ 
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