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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2013 年年年年 4 月月月月 19 日日日日))))    第第第第 2920 回回回回        卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤祥文君伊藤祥文君伊藤祥文君伊藤祥文君    演演演演        題題題題：「：「：「：「津島神社津島神社津島神社津島神社をををを身近身近身近身近にににに    よってよってよってよって由緒書由緒書由緒書由緒書よりよりよりより」」」」        先先先先回回回回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2919 回回回回 ’’’’13 年年年年 4 月月月月 12 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：服部服部服部服部    貴君貴君貴君貴君    演演演演        題題題題：「：「：「：「台湾台湾台湾台湾・・・・淡水淡水淡水淡水」」」」    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操 中野義光君 ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    「奉仕の理想」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  寺島淳一君  会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  70 名    3 月 15 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員  22 名     欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   16 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  56 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員   11 名 本本本本日日日日のののの出席率出席率出席率出席率  80.0%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率     97.06% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    鈴木吉男君(2013～14 年度地区協議会指導者会議)、鈴木吉男君、寺島淳一君、安江正博君、前田昭生君、浅井賢次君、三谷栄一君、服部貴君、伊藤基君、堀田力男君 (第 1回 2013～14 年度役員理事委員長会議) 、篠田廣君（第 4回ＲＬＩディスカッションリーダー研修） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶  篠田廣篠田廣篠田廣篠田廣会長会長会長会長     皆さん、今日は。春の嵐と言いますが、寒かったり暑かったりの今日この頃、皆さんお元気にご出席ありがとうございました。アメリカのジョージア州オーガスタで春のゴルフの祭典「マスターズ」が始まり、4 日間早朝より衛星放送があるため、いつも睡眠不足になります。今日は石川遼君が－1と頑張っているようです。 さて、安倍総理になってから日経平均が 30％以上も上がりました。アベノミクスの大胆な金融緩和により、日銀が大量のお金を市中に放出した結果、1ドル 70 円台だったのが、アッという間に 100

円近くまで円安が進行し株高になりましたが、急激な上昇は過去の歴史より必ず調整時期が訪れると思われます。株をお持ちの方々は外国人が売りに転じたら、勇気を持って売却して下さいよ。バブルがはじけて 25 年、企業の景気は 30 年周期で変化しているそうですが、これから 5 年程でまたバブル景気がくるかもしれません。 さて、ここでワン・ポイントレッスン：ロータリーにおいて最初に「奉仕の理想」を提唱したのは誰でしょう。答えは：アーサー・フレデリック・シェルドンの「He profits most who serves best」すなわち「最も奉仕するものは、最も報われる」と職業奉仕のモットーが取り入れられました。その後ベンジャミン・フランク・コリンズによって、ロータリーの第一標語の「Service above self」すなわち「超我の奉仕」で、「欲望と良心の争いをうまく調和させる」という哲学思想が 1911 年に採択され、90 年間使用されています。 最後にもうひとつ、ロータリーの社会奉仕の最初は何でしたか？ 答えは公衆トイレの設置です。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告        稲垣宏高稲垣宏高稲垣宏高稲垣宏高幹事幹事幹事幹事    1. 本日、ゲストに津島市と愛西市のボーイ・ガールスカウト 5 団体の方にお越しいただいております。 2. 本日、吉田康裕君の入会式を行います。 3. 4 月 14 日(日)、次年度のための地区協議会が行われます。出席義務者の方は、ご出席をお願い致します。 4. 4 月 17 日(水)、地区識字率向上委員会に鈴木吉男地区委員長に出席頂きます。 5. 4 月 18 日(木)、津島ロータリークラブのゴルフ例会が行われます。 6. 次回の 3分間スピーチは、篠田知生君です。 以上です、よろしくお願いいたします。  
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ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2912912912919999 回回回回    片岡鉄片岡鉄片岡鉄片岡鉄ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員長長長長    篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 ①まだ寒い日が続きます。元気に例会へご出席下さい。 ②メンバーの八木さんにお悔やみ申し上げます。 ③吉田君の入会をお祝いして！ 高木輝和君 ①元気な吉田康裕君をお迎えして。②イオン有松店、ヨシヅヤ蟹江店をオープンしました。 服部昭三君 ①私が紹介者だった八木秀雄さんが突然亡くなられ、本当に残念です。心よりご冥福をお祈りいたします。②後藤先生にお世話になりました。 吉田康裕君 本日、入会させていただきます。よろしくお願い致します。 浅井彦治君、幅辰雄君、堀田力男君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、加藤則之君、児玉昭君、三谷栄一君、水野憲雄君、中野義光君、大河内勝彦君、住田由純君、鈴木吉男君、宇佐美三郎君、山田勝弘君 吉田康裕君の入会を祝って。 宇佐美三郎君 先週 122号浦和インターにスタンドオープンしました。 服部貴君 本日卓話を担当します。よろしくお願いします。 浅井賢次君 家内が久し振りに 3泊 4 日で元気に里帰りし、家族一同と食事をすることができました。 岡本康義君 先週、梶浦さんにお世話になりました。 梶浦興蔵君 今日はウィークリー担当です。 児玉昭君 バッヂを忘れました。 後藤亨君 久し振りに出席しました。 片岡鉄君 ウィークリーに写真が載りまして。 中野義光君、佐藤栄一君、伊藤祥文君、小林啓子君、河西あつ子君 その他。    宇佐美三郎宇佐美三郎宇佐美三郎宇佐美三郎君君君君    百田尚樹著の『海賊と呼ばれた男』が 2013 年の本屋大賞に選ばれました。出光興産の社長（出光佐三）の物語です。3.11 で自信をなくした日本に、ためになる小説です。 出光佐三は福岡商業学校を卒業後の明治 38 年、神戸高商（現神戸大）に進み、大学を卒業すると大手の企業には就職せず、従業員たった 3 人の酒井商店で丁稚奉公をしました。明治 44 年、25 歳のとき門司市で商売を始めます（出光商会）。  終戦の 2日後の昭和 20(1945)年 8月 17 日、 出光佐三は社員 20 人を集めて訓示します。 「愚痴をやめよ。世界無比の三千年の歴史を見直

せ。そして今から建設にかかれ。泣き言をやめ、日本の偉大なる国民性を信じ、再建の道を進もうではないか！」 そしてさらに１ヶ月後、資産もない、事業もない、膨大な借金があるだけの中、出光佐三は約 1千名の従業員の首を切らないことを宣言し、人間尊重を貫きました。 
 卓卓卓卓    話話話話    第第第第 2919 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：服部服部服部服部    貴君貴君貴君貴君    演演演演        題題題題：「：「：「：「台湾台湾台湾台湾・・・・淡水淡水淡水淡水」」」」    淡水は台湾島最北部、淡水河の河口北側に位置し、風光明媚な土地として知られ、台湾八景の一つに数えられ「東方のベニス」と称され、現在でも淡水河の落日は台北地区を代表する風景となっています。  淡水区は台湾新北市の市轄区で、総人口は143,227 人(2010 年 9 月）。  「歴史」  1624 年にスペイン人が進出し、この地を占領してサン・ドミンゴ要塞を築いた。しかし 1642 年には台湾南部を占領するオランダ東インド会社がこれを駆逐し、要塞を再建した。なおこのサン・ドミンゴ要塞が後の紅毛城である。  1661 年に鄭成功（ていせいこう）がオランダ人を駆逐したが、1683 年の鄭氏王朝滅亡後は清朝の領土となった。1860 年の北京条約によって、条約港として開港された。紅毛城にはイギリス領事館が設置された。これ以降各国の商館が集まるようになり、淡水は 19世紀後半には台湾最大の港湾として繁栄した。しかし日本による統治時代（1895 年～1945 年）になると、河口に砂が堆積してしまい大型船が入りにくくなってしまった。このため台湾総督府は基隆（チーロン）港を建設、台北と基隆の間には鉄道も敷設され、港の繁栄は基隆に移り、以降は小さな漁村となった。戦後、紅毛城など歴史的観光資源を多数持つ淡水は次第に観光地へと変貌し、台北市民が気楽に出かけられる観光地として栄えるようになった。2010 年 12 月 25 日には台北県が新北市に改編されたことに伴い淡水区と改編され現在に至っている。また、3 つの大学があり、学生の町としても有名です。  「台北滬尾扶輪社例会場」  福格大飯店（駅より徒歩 10 分）  滬尾扶輪社  2006 年 4 月 26 日設立で、現在 の会員 26人。例会は毎週水曜日 で、12：00～14：00 に開催され ます。 
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「観光」  ＭＲＴ（地下鉄）台北駅から 40 分ほどで淡水駅に到着。料金は50元。 台北より気軽に行ける日帰りスポットとし大人気。屋台も充実、散歩しながら名物を食べるのが楽しい！             淡水駅のホームからは淡水河の流れと対岸にそびえる観音山が見える。観音山は日本統治時代には「淡水富士」とも呼ばれた名山で、淡水のシンボルとなっている。        紅毛城（ホンマオシェン） 1626年にスペイン人が作ったお城で、その後 1861 年にはイギリスが領事館を設置したという台湾第一級古跡。中には展示室、領事館時代の部屋が再現されています。丘の上に立っていてレトロなムードに満ちていることもあって、ここの庭園をバックに結婚写真撮影をしているカップルもよく見かけます。                    漁人碼頭（ユイレンマートウ）  漁港を観光用に整備してあり、デートスポットとして人気。夜は港にかかる跨港大橋がライトアップされて美しい。併設の観光魚市場では新鮮な海の幸が味わえる。   「淡水Ｂ級グルメ」 淡水駅前の永康街のマンゴーかき氷が日本人観光客に絶大な人気を誇っている。マンゴーの果肉をふんだんに使ったかき氷です。 「超高霜淇淋」（ちょー長いアイスクリーム）。なんと 10 元。バニラ、チョコレート、ミックスが選べます。長さは日本のソフトクリームの 3 倍はあるでしょうか？ でも味は？？？ こんなに長いのに、なぜ折れないのかと思ったら、やっぱりちょっと硬めでした。アイスクリームとシャーベットを混ぜたような舌ざわり。でも、暑い時は本当においしいです。             次は淡水名物「阿給（アーゲイ）」。この阿給という食べ物、肉や春雨を油揚げに詰めた蒸し物料理。 この料理名は中国語でアーゲイと読み、日本語の油揚げの発音に由来するといいます。回りの油揚げはちょっと硬めだけど、中の春雨にしっかり味が付いており、ちょっとピリ辛でおいしい。阿給以外にも、肉圓(肉まん）、炒麺(焼きそば）、炒米粉(ビーフン）、魚丸湯(ユイワンタン＝魚だんご入りスープ）があり、全部ひと皿 30 元。特に魚丸湯は

日本人好みのあっさり味。そして「鐵蛋(ディエタン)」というウズラの卵の醤油漬けで固くなるまで煮詰める。その味は？？ これも台湾人には人気らしいですが、日本人には？ 最後に孔雀蛤(コンチュエハー)は台湾のムール貝。貝殻が光沢のある深緑色で孔雀の羽に似ているので、この名がついた。ニンニクで味付けして食べる。また、他にも私が大好きなシジミ料理もあります。おいしいですよ！  以上が主な淡水の紹介です。また台湾に一人でも多く行っていただいて、台北滬尾扶輪社のメンバーと友情を温めようではありませんか。 【【【【マンゴーマンゴーマンゴーマンゴーかきかきかきかき氷氷氷氷】】】】 【【【【超高霜淇淋超高霜淇淋超高霜淇淋超高霜淇淋・・・・ｱｲｽﾓﾝｽﾀｰｱｲｽﾓﾝｽﾀｰｱｲｽﾓﾝｽﾀｰｱｲｽﾓﾝｽﾀｰ】】】】            【【【【阿給阿給阿給阿給・・・・ｱｰｹｱｰｹｱｰｹｱｰｹﾞ゙゙゙ｲｲｲｲ】】】】    【【【【魚丸湯魚丸湯魚丸湯魚丸湯・・・・魚魚魚魚だんごだんごだんごだんご入入入入りりりりｽｰﾌｽｰﾌｽｰﾌｽｰﾌﾟ゚゚゚】】】】         【【【【鐡蛋鐡蛋鐡蛋鐡蛋・・・・ｳｽｳｽｳｽｳｽﾞ゙゙゙ﾗﾗﾗﾗのののの玉子玉子玉子玉子のののの醤油漬醤油漬醤油漬醤油漬けけけけ】】】】【【【【孔雀蛤孔雀蛤孔雀蛤孔雀蛤・・・・台湾台湾台湾台湾ののののﾑｰﾙﾑｰﾙﾑｰﾙﾑｰﾙ貝貝貝貝】】】】     
 

 

 

     社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    野野野野々々々々山勝也社会奉仕委員長山勝也社会奉仕委員長山勝也社会奉仕委員長山勝也社会奉仕委員長     篠田廣会長より津島市、愛西両市のボーイスカウト、ガールスカウト 5団の代表に、助成金を贈呈しました。 5 月 25 日の「５３０運動」では、ロータリーメンバーとともに活動します。        日本ボーイスカウト愛知連盟  津島第 2団  近藤哲史団委員長  津島第 3団  片桐初美育成会長  愛西第 1団  村上安徳団委員長 ガールスカウト日本連盟  愛知県第 21団 高木貴恵子団委員長     
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2222921921921921 回回回回    ’’’’11113333 年年年年 4444 月月月月 26262626 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当のののの三輪孝秀君三輪孝秀君三輪孝秀君三輪孝秀君がががが転勤転勤転勤転勤のためのためのためのため変更変更変更変更    内内内内        容容容容：ＤＶＤ：ＤＶＤ：ＤＶＤ：ＤＶＤ「「「「津島津島津島津島ＲＣＲＣＲＣＲＣ創立創立創立創立 60606060 周年周年周年周年                                    記念式典記念式典記念式典記念式典・・・・祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会のののの記録記録記録記録」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■次年度次年度次年度次年度クラブクラブクラブクラブ奉仕関連奉仕関連奉仕関連奉仕関連委員会合同委員会委員会合同委員会委員会合同委員会委員会合同委員会        とととと    きききき：：：：4444 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金））））18:0018:0018:0018:00～～～～        ところところところところ：：：：みやこみやこみやこみやこ        ■■■■国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会        とととと    きききき：：：：4444 月月月月 20202020 日日日日((((土土土土)))) 18:0 18:0 18:0 18:00000～～～～        ところところところところ：：：：東照庵東照庵東照庵東照庵        ■■■■台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ訪問訪問訪問訪問        日日日日    程程程程：：：：4444 月月月月 26262626 日日日日（（（（金金金金））））～～～～28282828 日日日日（（（（日日日日））））    休会休会休会休会ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    5555 月月月月 3333 日日日日((((金金金金))))    はははは    国民国民国民国民のののの祝日祝日祝日祝日((((憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日))))のためのためのためのため休会休会休会休会ですですですです。。。。    

新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式    【【【【プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】    氏  名：吉田康裕(よしだ やすひろ) 事 業 所：吉田建設㈱ 職業分類：アスファルト舗装 役  職：代表取締役 生年月日：  住  所： 家族構成： 趣  味： 推 薦 者：三谷栄一 八谷潤一              そのそのそのその他他他他                                         米山学友米山学友米山学友米山学友だよりだよりだよりだより（（（（尤銘煌尤銘煌尤銘煌尤銘煌さんさんさんさん））））    2003～04 年度米山奨学生の尤銘煌さんが「優秀米山学友賞」に選ばれたという記事が、『ハイライトよねやま』№157 に掲載されました。詳しくは『ロータリーの友』6 月号に掲載される予定。            米山学友米山学友米山学友米山学友だよりだよりだよりだより（（（（董宇董宇董宇董宇さんさんさんさん））））    4 月 3日、2007～09 年度米山奨学生の董宇さんに次女が生まれました。おめでと う ご ざ い ます! 写真は生後 5 日ほどの元気な未来（みき）ちゃん。そして長女の未央ちゃんも大きくなりました。  

2013201320132013～～～～2014201420142014 年度年度年度年度のためののためののためののための地区協議会地区協議会地区協議会地区協議会        次年度のための地区協議会が一色ＲＣ(西三河分区)がホストをつとめ、4月 14 日（日）、ウェスティンナゴヤキャッスルにて開催されました。                  「「「「ツツジツツジツツジツツジ」」」」    ツツジは新葉より花が先に咲き、サツキは葉が出て花が咲きます。花のない時期は芽や葉に生えている細かい毛の色で区別でき、サツキは茶色、ツツジは緑色のものが多いそうです。開花時期はツツジが 4 月中旬～5月上旬、サツキは 5月中旬～6月中旬にかけて咲きます。 文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                                             

 
 みなさん、 お久しぶり 

久しぶりの 新入会員です 

滝川林一副会長 後藤亨君 


