本日の行事予定 (2013 年 10 月 25 日)
第 2944 回例会
≪米山奨学月間≫
卓話担当：米山奨学委員長 山本達彦君
講
師：2013 年度米山奨学生
マルディアンシャ・マルディス君

本日の幹事報告は、次週「近代海部郡誕生 100
年記念式典」例会での幹事報告がございませんの
で、10 月 24 日（木）までの予定を報告させてい
ただきます。10 月 11 日（金）第 2942 回例会の幹
事報告をいたします。
1. 米山奨学生マルディス君
に出席して頂いておりま
す。後ほど鈴木会長より
奨学金をお渡しし、近況
報告をしていただきます。
2. 青少年交換学生ジェッシ
ー君に出席して頂いてお
ります。後ほど鈴木会長より 10 月分のお小遣
いをお渡しし、近況報告をしていただきます。
3. 10 月 15 日（火）14：00～、津島市立図書館
にて「近代海部郡誕生 100 年記念事業」の打
ち合せ会が、あまＲＣと合同で行われます。
4. 10 月 16 日（水）、鈴木会長が一宮中央ＲＣ
に先だって当クラブを訪問していただいたお
礼もかねて卓話に行かれます。
5. 10 月 17 日（木）14：30～、キャッスルプラ
ザホテルにて「地区米山カウンセラー研修会」
が開催されます。山本達彦米山奨学委員長に
出席していただきます。
6. 次週の例会は 10 月 19 日(土)、あまＲＣと合
同の「近代海部郡誕生 100 年記念式典」に例
会変更となっております。場所は「あま市美
和文化会館」で 11 時 40 分例会開始となって
おります。お間違えのないようお願いします。
7. 「近代海部郡誕生 100 年記念事業」のひとつ
で、あまＲＣと合同で 4 日間かけて行います
「海部郡 1 周ぐるりウォーキング」の第 1 回
目が 10 月 20 日（日）に行われます。10 月 20
日と 10 月 27 日は津島ＲＣが担当となってお
り、10 月 20 日は「甚目寺観音から愛西市役
所」までの約 15 キロのコースを行います。社
会奉仕委員会中心で行いますが、当日、ご協
力していただける方がございましたら社会奉
仕委員会の田中委員長までご連絡よろしくお

合併号
先々回の記録（例会）
第 2942 回 ’13 年 10 月 11 日（金）晴れ
≪職業奉仕月間≫
卓話担当：職業奉仕委員長 河西あつ子君
演
題：「職業奉仕月間によせて」
ストレッチ体操 稲垣宏高君
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 堀田力男君
ゲ
ス ト 2013 年度米山奨学生
マルディアンシャ・マルディス君
青少年交換学生 ジェッシー・
ラフランス・ロビノゥ君
ビ ジ タ ー 加藤憲治君（あまＲＣ）
会 員 総 数 68 名
9 月 20 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
13 名
本日出席会員 55 名
MAKEUP 会 員
6名
本日の出席率 80.88％
訂 正 出 席 率 96.83％
超 過 出 席 鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳
一君、田中正明君、加藤則之君、浅井賢次君、三
谷栄一君、浅井彦治君、服部貴君、伊藤基君、余
郷利彦君、水野人志君（ガバナー補佐訪問クラブ
協議会）、鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、
加藤泰一郎君、坂井裕君、加藤隆朗君（親睦活動
委員会）、鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、
田中正明君、佐藤敬治君、相羽あつ子君（近代海
部郡誕生 100 年記念事業担当者会議）
幹事報告
寺島淳一幹事
幹事報告の前に、お知らせがあります。体調を
崩して長らく欠席してみえた山田清三君が本日久
しぶりに出席しておられます。
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願いします。また、この日はジェッシー君も
参加します。
8. 10 月 23 日(水)、「西尾張分区合同ゴルフ競
技会」が岐阜関カントリークラブで開催され
ます。参加される皆様、頑張ってきて下さい。
9. 本日 2013～14 年度地区大会のリーフレット
と出席義務者の方にはご案内を配布させてい
ただきました。出席義務者の方でやむなく欠
席される方は、副委員長等に代理出席を依頼
していただきますようお願いします。
10. 『ガバナー月信』10 月号を回覧させていただ
きましたのでご覧ください。
11. 会員の開田広君より退会届が提出されました。
先の持ち回り理事会で承認されました。
12. ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行の佐藤雅彦（さとうまさひ
こ）さんから入会の申し込みがありました。推
薦人は鈴木吉男会長と私です。先の持ち回り
理事会で承認されました。推薦に対してご異
議のある方は本日より 7 日以内に理由を記載
した書面を、事務局まで提出して下さい。
13. 本日、『近代海部郡誕生 100 年記念誌』をお
配りしました。来週の「近代海部郡誕生 100
年記念式典」までにご一読下さい。
14. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を
開催します。該当の方は出席をお願いします。
以上です。よろしくおねがいします。

ニコボックス報告 第 2942 回分
水野憲雄ニコボックス委員
加藤憲治君
(あまＲＣ）
たびたびお
邪魔します。
鈴木吉男会
長、伊藤哲
朗副会長、
寺島淳一幹事 ①来週 10 月 19 日(土)の「近代海
部郡誕生 100 年記念式典」会員の皆様よろしくお
願いします。②マルディス君とジェッシー君、例
会出席ご苦労さまです。
浅井賢次君 ①天王川を颯爽とランニングする伊
藤哲朗君の勇姿を見て頼もしく思いました。②河
西先生、職業奉仕委員長さん、ご苦労様です。③
余郷さんと顔を合わせました。
山田清三君 ①長い間休みまして。②松崎先生、
ありがとうございます。
余郷利彦君 ①久々に山田清三君の顔を見てうれ
しかったです。②先週のニコボックス、ウィーク
リーに載っています。ありがとうございました。
河西あつ子君 本日、卓話を担当します。
余郷利彦君、加藤則之君、伊藤祥文君 あまロー
タリーの加藤さんをお迎えして。

浅井彦治君、日比一昭君、伊藤祥文君、小林啓子
君、鶴見治貞君、宇佐美三郎君、安江正博君、吉
田康裕君 尾張津島秋まつりが無事終わりました。
大河内勝彦君 クローバーＴＶの特番で、生田さ
んにお世話になりました。
水野憲雄君 松崎先生にお世話になり、ありがと
うございました。
加藤泰一郎君 今月は誕生月です。ついに後期高
齢者に仲間入りです。よろしくお願いします。
山田勝弘君 久しぶりです。
余郷利彦君、住田正幸君、伊藤哲朗君、生田達一
君、根崎健一君、高木輝和君、横井知代君、服部
貴君、杦田勝彦君、住田由純君、水野人志君、幅
辰雄君 ウィークリーに写真が載りまして。
堀田力男君、田中正明君 その他。

卓 話
≪職業奉仕月間≫
卓話担当：職業奉仕委員長 河西あつ子君
演
題：「職業奉仕月間によせて」
職 業 奉 仕を 一 言
で言うと、“奉仕す
る心”をもって職業
を営むことです。社
会奉仕と職業奉仕
の違いは、受け手が
他人、相手側が社会奉仕であり、職業奉仕は奉仕
の受け手が自分、即ちロータリアン本人でありま
す。最も良いサービスをした会社や店は最も多く
リピーターを獲得することになります。相手の思
いやりが奉仕の理想(理念)であり、言いかえれば
ロータリーの職業奉仕は倫理運動です。高潔性は
この倫理感を高めることです。これには、例会出
席がその第一歩でありクラブ奉仕が大切です。
中日新聞に掲載された「時流の先へ(中部財界も
のがたり)」の記事に、職業奉仕の好事例としてミ
ツカン酢の話がありましたので、ご紹介します。
『酢が入ったミツカン印の樽の出荷量に比べ、明
き樽の返却が少ない。後に七代目中埜又左エ門と
なる中埜政一はどうにも気になり、調べたところ、
小売店が樽を返却せず、合成酢を足してミツカン
酢として売りさばく行為が横行していたことがわ
かる。
合成酢は人工の甘味料などを調合して造られ、
化学工業の発展を背景に大正時代から台頭する。
化学製品の大半が軍需に使われた太平洋戦争が終
わると、合成酢が再び幅を利かせていた。
「対策はたった一つ。瓶詰めして合成酢がでない
ことを蔵元が保証する以外にない」。
瓶詰めへの全面移行を考える。支配人をはじめ
古参幹部らは、コスト高や投資負担を危ぶんだ。
銀行からの借金は 5 億円（今の 30 億円程度）を超
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えた。
「ミツカンがつぶれるか否かの莫大な金額。
返済するのに 100 年かかる」と思われた。
まだ醸造の世界で、酢は酒やしょうゆより下に見
られていたため、その反骨精神は強かった。
「ミツカン酢の主張をしたい」。年間１億円の広
告費を投じ、新聞に全面広告を出す。横並び意識
の強かった食品業界では異例だった。
「100％醸造はミツカン酢だけ」。1968(昭和 43）
年 6 月、中埜酢店（現ミツカン）が新たなスロー
ガンを掲げる。
「純正食品運動」の幕開けだった。
業界の表示ルールとなる公正競争規約づくりが
始まり、消費者団体が味方につく。70 年の官報表
示で食酢の表示が「醸造酢」と「合成酢」に分か
れ、79 年には日本農林規格（ＪＡＳ）に基づく表
示が義務付けられた。
ミツカン酢の売り上げがぐんぐん伸び、「お酢
全体の価値を高める基となった」。50 年間にわた
り社長を務めた七代又左エ門は 2002 年 5 月、79
歳で世を去る。酢の国内販売量は社長に就いた頃
の 16 倍に増えていた。
誕生日祝福（10 月）
生田達一親睦活動副委員長
野々山勝也君（12 日）
小林 啓子君（19 日）
加藤泰一郎君（24 日）
寺島 淳一君（25 日）
夫人
猪飼 充利夫人(10 日)
宇佐美三郎夫人(20 日)

八谷 潤一夫人(26 日)

結婚記念日祝福
前田昭生君（ 7 日）
後藤 亨君（10 日）
寺島淳一君（10 日）
中野義光君（12 日）
宅見康悦君（18 日）
山田勝弘君（23 日）
後藤 務君（27 日）

八谷潤一君（ 8 日）
加藤泰一郎君（10 日）
山田清三君（12 日）
高木輝和君（16 日）
児玉 昭君（19 日）
稲垣宏高君（25 日）
山本達彦君（30 日）

鈴木会長よりマルディス君に奨学金、ジェッシー
君にお小遣いを渡しました。
←伊藤基広報委員長
から、地区広報委
員長会議の報告
本日は海鮮ちらし
↓
←直立不動(?)で、
大河内勝彦会場
副委員長の司会
先回の記録（例会）
’13 年 10 月 19 日（土）晴れ
あまＲＣ合同
≪近代海部郡誕生 100 年記念例会・式典≫
会
場；あま市美和文化会館
例
会：11：40 開会
式
典：13：00 開演
郷土芸能：大治太鼓、伊六万才
記念講演：講師 白駒妃登美氏
演題 「人生に悩んだら日本史を聞こう」
会 員 総 数 68 名
9 月 27 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 17 名
本日出席会員 34 名
MAKEUP 会 員
12 名
本 日 の 出 席 50.0％
訂 正 出 席 率 96.83％
超 過 出 席 浅井彦治君、服部貴君、幅辰雄君、
加藤泰一郎君、三谷栄一君、野々山勝也君、鈴木
吉男君、宅見康悦君、寺島淳一君、安江正博君（第
3 回国際奉仕委員会）、横井知代君（第 2630 地区
合同交換学生交流会）
第 2943 回

津島ＲＣ会長挨拶
鈴木吉男会長
まん中(の席)は空いている
ので、もしかしたらあまＲＣ
と津島ＲＣは仲が悪いんじゃ
ないかと思われますが、そん
なことはないと思います（笑）。
今日は 2 回目(の合同例会)と
いうことで、皆さんお集まりいただき本当にあり
がとうございます。
今日午前中に「海部津島歴史検定」が行われ、
140 名程が受験されました。2 日前に新聞に大きく
取り上げられたものですから、今日はあま市美和
歴史民俗資料館にいろんな問い合わせがあって、
いったい何人集まるのかと大変心配しております。
400~500 枚引換券を用意していると思います。

その他
←優しいまなざし↓
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今日はこれから 3 時半ごろまで（式典や郷土芸
能、講演会等が）続きますが、最後までおつきあ
いいただければ、式典も盛り上がるのではないか
と思います。よろしくお願いします。

≪海部津島歴史検定≫
10 月 19 日の合同例会に先立ち、午
前 10 時半～11 時半に海部津島歴史
検定が行われ、美和文化会館と津島
市立図書館は各約 60 数名、弥富市総
合社会教育センターでは 10 数名、合
計約 140 名の方々が受験しました。
試験は四者択一式で全 50 問。合格
発表は 11 月 9 日～19 日まで各試験場
等に掲示され、合格者には合格証と
記念バッジが送られます。

あまＲＣ会長挨拶
高山敏会長
交通の不便なところにもか
かわらず、たくさんの方にご
出席賜りまして本当にありが
とうございます。本日は津島
ＲＣさんとの合同例会で、会
場にあま市美和文化会館をお
借りしましたが、津島ＲＣの皆さんには大変お世
話をおかけしました。心よりお礼を申し上げます。
私共あまＲＣは、今年度創立 45 周年を迎えます。
周年にふさわしい「近代海部郡誕生 100 年記念事
業」に、津島ＲＣさんからお誘いを受けまして誠
にありがとうございます。あまＲＣとしても思い
出に残る事業として取り組んでまいりました。地
区の補助金を得て共同で事業参加するのは初めて
のことだと思います。これを機会にまだまだ共同
でできる事業は多分にあると思います。両クラブ
は協力しながら、地域の発展に貢献していきたい
と思いますので、今後ともおつきあいのほどを、
よろしくお願い申し上げます。

あま市公認の
キャラクター
「あまえん
坊」君も受験
…、合格した
かな？

≪例会風景≫
合同例会は、あまＲＣの栗本裕子会場委員長の
司会により、会長と社会奉仕委員長の挨拶、そし
て昼食の弁当で終了し、皆で協力して速やかにテ
ーブル、椅子、音響等の後片付けをしました。

試験問題→

Ｂ全の裏表に海部郡各市町村
の文化財の解説と地図を印刷
し、8 つ折りにしたマップ
歴史検定受験者には記念誌のほかに海部地区文化財
マップ(↑)と缶入りパン(↓)を差し上げました。

ま弁
だ当
かは
な
？

保存期間 3 年。缶の中にはフワフワのパン（グレ
ープ味、オレンジ味、ストロベリー味の 3 種類）
が入っています。空き缶はプラスチックのふたを
して貯金箱にできます。
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≪近代海部郡誕生 100 年記念式典≫
13：00 より、美和文化会館大ホールにて記念式
≪記念講演≫
典を開催しました。主催者の鈴木吉男津島ＲＣ会
講 師：結婚コンサルタント・マゼンダスタッフ
長、高山敏あまＲＣ会長挨拶に続き、来賓の村上
白駒妃登美氏
浩司あま市長、伊藤文郎津島市長の祝辞をいただ
演 題：「人生に悩んだら 日本史を聞こう」
き、来賓の松永裕和あま市教育委員会委員長、加
藤良邦愛西市教育委員会委員長をご紹介しました。 【プロフィール】
埼玉県生まれ、福岡県在住。
慶応義塾大学卒業後、航空
会社の国際線乗務員として
勤務。退職して結婚、出産
を経て、結婚コンサルタン
ト活動の傍ら、「博多の歴
女」として歴史講座を開い
ています。2012 年、日本の歴史や文化を発信する
「㈱ことほぎ」を設立して、全国各地での講演活
動に取り組んでいます。著書に『人生に悩んだら
“日本史”に聞こう』『感動する 日本史』。
(※講演内容は、クローバーＴＶのウィークリ
ートピックスをご覧いただくか、後日ＤＶＤ
にてお楽しみください)
クローバーＴＶ 121cｈ
◆ウィークリートピックス(2 時間)◆
10 月 26 日～11 月 1 日
13：00～、 22：00～
記念式典・講演会場の大ホール前には長蛇の列が
できました。入場時に、記念誌の引換券をお渡し
しました。

その他

≪郷土芸能≫
大治太鼓 細かなリズムを高速で打ち鳴らし、座
って打ったり、バチを回転させたり飛ばしたりと、
日本でも類まれな太鼓だと言われます。大治太鼓
保存会には 6～75 才まで約 100 名の会員がいます。

はよ例会始まら
んきゃ…

検定試験が終わるまで、芸術作品を背にして
ロビーで待ってます。
加藤泰一郎君、三谷栄一君、伊藤幸蔵君
伊六万才 明治末期から大正初期にかけて盛ん
だった芸能で、津島市の有志によって継承されて
います。

談笑する松崎安孝君

浅井彦治君
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↑10 月 16 日
中日新聞尾張版に
記念誌の記事が載
りました。

郡上長良川ＲＣホームページより

↑10 月 18 日
中日新聞全面広告

←10 月 23 日
中日新聞尾張版
に記念式典の様
子が掲載されま
した。

Photo by T.Y.

11 月の例会変更
クラブ名
一宮 RC
名古屋清須 RC
一宮中央 RC
名古屋北 RC
名古屋東 RC
尾西 RC
名古屋空港 RC
名古屋清須 RC
名古屋城北 RC
名古屋清須 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC

←10 月 24 日
中日新聞尾張
版に、海部地域
の 9 ヵ所で開催
されている「海
部郡 100 周年企
画展」の記事が
載りました。11
月 24 日（一部
は 12 月初旬）
まで展示され
ています。

日
11/7
11/19
11/20
11/22
11/25
11/25
11/25
11/26
11/26
11/26
11/27

曜
木
火
水
金
月
月
月
火
火
火
水

サイン受付
一宮商工会議所
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
一宮商工会議所(夜)

名古屋東急ホテル
ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
キャッスルプラザ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
栄東急イン 1Ｆ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋

※ｱｲﾘｽ RC ｻｲﾝ受付 12:00～13:00

次回例会
第 2945 回 ’13 年 11 月 1 日（金）
卓話担当：相羽あつ子君
講
師：名古屋音楽大学邦楽部学生
演
題：「邦楽演奏」

青少年交換学生だより
9 月 28 日(土)～29 日(日)、第 2630 地区合同交
換学生交流会が郡上長良川ＲＣ主催で開催され、
交換学生のジェッシー君と地区青少年交換委員の
横井知代君が出席しました。
交流会では、ジェッシー君を始め第 2760 地区の
学生代表がスピーチ。白鳥踊りの練習をした後、
浴衣の着付けをして例会を行い、夜は白鳥踊りへ
繰り出しました。
翌日は阿弥陀ヶ滝や白山文化博物館を見学しま
した。

お知らせ
■近代海部郡誕生 100 年記念事業
「海部郡１周ぐるりウォーキング
～一筆書きで行こう！～」
10 月 27 日(日) 愛西市役所集合 9：00～
11 月 10 日(日) 弥富市役所集合 9：00～
11 月 17 日(日) 蟹江町役場集合 9：00～
※10 月 20 日雨天中止のため下記に延期
11 月 24 日(日) 甚目寺観音集合 9：00～
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