
 

 

 

 

 

 

先週は指定休日でしたので、2 週間ぶりになります。 

3 月 27 日（土）に行われましたボーリング大会では、栄えあるブービー賞をいただきまし

た。親睦委員会の皆様、ご参加の皆様、ご苦労様でした。 

長らく当クラブの会員としてご在籍いただきました塚田昌滋先生が、本日をもちましてご

退会されます。当クラブといたしましてはまことに残念なことでございますが、先生の今後の

ご健勝とご活躍をお祈り申しあげます。 

 

お釈迦様に関する記念日は年に 3つありまして、一つは 4 月 8 日の花祭り。ご生誕の日

です。もう一つは 12 月 8 日の成道会（じょうどうえ）といいまして、悟りを開かれた日です。

三番目は 2 月 15 日の涅槃会（ねはんえ）で、お釈迦様が亡くなられた日です。 

それぞれにゆかりの木があり、最初のはアショーカの木です。摩耶夫人がアショーカの

木に右手を差し伸べたとき、お釈迦様がお生まれになりました。二番目のは、菩提樹。ピッ

パラという木の下でお釈迦様は悟りを開かれたので、この木は菩提樹と呼ばれるようになり

ました。三番目のは、沙羅の木です。『平家物語』に「沙羅双樹の花の色」とこの木の名称

が出てきます。 

 

いずれの記念日も、昔の旧暦では、今日とは季節的なずれがありました。特に 2 月 15

日は今ではまだ積雪の時季ですが、旧暦では彼岸開けの頃でした。 

実は、今日が旧暦の 2 月 15 日にあたります。旧暦の 2 月 15 日は六曜では必ず仏滅に

なりますが、これは偶然の一致です。 

お釈迦様の記念日は、クリスマスやバレンタインほどには賑やかではありませんが、日

本文化にとって重要な影響を与えた仏教の開祖であるお釈迦様を、今日は偲んでいただ

ければと思い、このような話をいたしました。 
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退会挨拶  塚田昌滋会員 

 岡谷 RC には 5 年間お世話になりました。楽しい 5 年間を過ごさせて頂きました。RC に

は南松本 RC に 10 年で 15 年間、ロータリアンとて色んなことを教えて頂きました。医者は

井の中の蛙と言うか、世間を知らない人間が多いのですが、ロータリアンとして色んな経験

をさせて頂き病院経営に役に立ちました。岡谷の 5 年間では皆さんに親しくして頂き楽し

い思い出が沢山ございます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

職業奉仕委員会  (株)食丸眞製作所さんへ職場訪問を行います。駐車場に社員の方が

いますので、案内に従って下さい。また、ご案内しておりますが 5/11 (火)8：30 より健康診

断を行います。多くの方の受診をお願いします。(申し込み締切 4/8)  

 

 

 

 

株式会社 丸眞製作所  

工場・事業所    

本社：長野県岡谷市 10016-471 エコ・ファクトリーパーク湯殿山-1  

辰野工場：長野県上伊那郡辰野町伊那富 6340-1 

 

丸眞グループ    

(有)丸眞ばね製作所 長野県塩尻市広丘野村 1713-7 

(有)丸眞熱処理工業 山梨県甲斐市玉川 1578 

MARUSHIN ASIA SPN BHD. lot5,kawasan Perindustrian Lukut,81900 

Kota Tinggi,Johor, MALAYSIA  

     

役員    

取締役会長 高木武幸  

代表取締役社長 高木文人  

代表取締役専務 高木克彦  

  

資本金   3,000 万円  

     

従業員数   86 名（男 70 名、女 16 名）  

     

沿革    

1949（昭和 24年） 長野県諏訪郡下諏訪町にて丸眞高木製作所として機械部品及び金属

熱処理加工を始める  

1952（昭和 27 年） 岡谷市 15 番地に移転  

委員会報告 

職 場 訪 問  



 

 

1958（昭和 33 年） 有限会社丸眞製作所に組織変更  

1961（昭和 36 年） 岡谷市小井川区 7777 番地に工場を建設。本社機能を移転し熱処理

部門設備の近代化を図る  

1970（昭和 45 年） 岡谷市神明町に神明工場建設。真空焼入炉、ガス軟窒化炉を導入  

1982（昭和 57 年） 上伊那郡辰野町に辰野工場建設、主として量産品の受注加工を開始  

1985（昭和 60 年） 岡谷市小井川 7777 番地に、イオンプレーティング部を開設  

1993（平成 5 年） 神明工場を新築移転  

1996（平成 8 年） 本社機能を神明工場に移転  

2005(平成 17 年） 創業者（故）高木久郎氏 産業功労による黄綬褒章を受章  

2008(平成 20 年） 新集約工場設立  

 

 
 

 

牛山幸一・梅垣和彦・小口成人・小口泰史・尾関秀雄・小野 仁・北澤洋之介・北村正春・

小出 篤・佐藤有司・竹村一幸・中嶋孝一・濵 透・濵 俊弘・林 裕彦・宮坂宥洪・宮澤由

己・矢島 實・山岡正邦・山岸邦太郎  本日は職場訪問です。丸眞製作所様よろしくお

願いします。 

中村文明・原 史郎・林 尚孝  ボーリング大会参加ありがとうございました。 

大橋正明  ボーリング大会、優勝しました。 

笠原新太郎・林 裕彦・林 靖高・藤森睦美・宮坂宥洪・宮坂宥澄・矢崎宏明 ﾎﾞｰ

ﾘﾝｸﾞ大会お疲れ様でした。親睦委員の皆様ご苦労様でした。 

宮澤由己  先日のボーリング大会、ドタキャンしてしまいすみませんでした。 

塚田昌滋  約五年間お世話になりました。楽しいロータリー生活を過させていた

だきました。 

 

会員数４９名、出席者３９名、出席率７９.５９％、前々回訂正７１.４３％ 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009-2010 年度ＲＩテーマ 
ロータリーの未来は 
あなたの手の中に 

THE FUTURE OF ROTARY 
    

＜ロータリーカード入会のお願い＞  

お買い物をする際にはロータリーカードで！！  

自己負担なしで自動的に財団へ寄付することができます。  

(注：クラブ番号＝14231・オリコカード営業部 03-5877-5531)  

順　　位 氏　　名
スクラッチ
トータル

HDCP トータル

優勝 大橋正明 367 20 387
準優勝 矢崎宏明 373 0 373

３位 山崎典夫 329 0 329
４位 高木昭好 326 0 326
５位 中村文明 306 10 316
６位 林　裕彦 293 10 303
７位 平沢清文 275 20 295
８位 原　史郎 257 10 267
９位 宮坂由美子 220 40 260

１０位 北澤洋之介 235 0 235
１１位 中畑康子 181 40 221

BM 宮坂宥澄 174 10 184
BB 宮坂宥洪 132 10 142

親睦ボーリング大会


