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本日の行事予定 (2013 年 11 月 22 日) 

第 2948 回例会 

卓話担当：遠山孝義君 

講  師：東山動物園技能長 大嶽邦夫氏 

演  題：「“Victoria(オオオニバス)” 

について」 

 
先回の記録（例会） 

第 2947 回 ’13年 11 月 15 日（金）晴れ 

卓話担当：寺田晏章君 

講  師：あかだ屋清七 6 代目店主 

               岡田貞雄氏 

演  題：「尾張津島とあかだ くつわ」 

ストレッチ体操 吉田康裕君 
ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー 加藤泰一郎君 
会 員 総 数 68名    10月 25日例会分訂正 
出席免除会員 21名    欠 席 会 員    20名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員    10名 
本 日の出 席 77.94％ 訂 正出席 率   100％
超 過 出 席 鈴木吉男君、寺島淳一君、浅井彦
治君、服部貴君、幅辰雄君、水野憲雄君、伊藤誠
君(台北滬尾ＲＣ訪問)、加藤則之君（地区青少年
交換委員会ホストファミリー懇親会）、田中正明
君、伊藤哲朗君（近代海部郡誕生 100 年記念事業
ウォーキング「旬のレンコンに舌鼓、豊かな田園
コース」） 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

1918年 米山梅吉がダラス

ＲＣの福島喜三次からロー

タリーについて聞く。日本

は第一次世界大戦に連合国

側として参戦、国内では船

成金、鉄成金が出た。その

夏、米騒動が各地に起き、

1919 年 第一次世界戦争が終わると反動的な恐

慌になる。この頃、農民運動や川崎の三菱造船所

ストライキがあり、八幡製鉄所の火が消え、初め

てメーデーが行われた。 

1920年 10月 20日、東京ロータリー創立総会が

24名の会員で行われた（登録番号 855）。初めは

会員の選考がきわめて厳格で、特に語学に注意が

はらわれ、クラブの記録通信など、一切英文であ

った。 

1922年 大阪ロータリー創立（登録番号 1349） 

1923年 会員は定款細則に対する関心が薄く、出

席率が悪くクラブの存続も危ぶまれた。9月 1日

午前 11：58、関東大震災が起こる。国際ロータリ

ーから 25,000ドル、シカゴＲＣ1,500ドル、サン

フランシスコＲＣとニューヨークＲＣ各 1,000ド

ル、米・英・加 503のクラブから 89,000ドルが贈

られ、東京や横浜の小学校の再建、被災者救護に

使われた。 

1923 年 11 月 14 日の例会で､定款通り毎週 1 回

例会を開くことを決定、よく出席するようになっ

た。東京孤児院に新築 1 棟を寄贈し、ロータリー

ホームと名付けた。1924年 10月 23日に開館式が

行われ、会員の 6 割が家族を伴って参加。これが

ロータリーの家族会最初のものといわれている。 

1924年 神戸ロータリー、名古屋ロータリー(12

月)、京都ロータリー(7月)創立。 

1926年 5月 15～16 日、大阪で第 1回インター

シティコンファレンスが開かれる。7月、国際ロ

ータリーは、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕が決められた。12月 25日、大正天皇が

崩ぜられ、昭和に変わる。当時震災手形の処理法

案の処理から、預金の取付騒ぎがあり、金融恐慌

となり、3週間のモラトリアムが敷かれる。 

1927年 京城(朝鮮)にロータリー創立。 

1928年 第3回インターシティコンファレンスが

名古屋で開かれる。日本、朝鮮、満州をあわせて、

一つの地区としたいと決議、7月第 70地区となる。

1928年大連、1929年奉天、1930年ハルピン、1934

年新京にロータリー創立。 



     

 

- 2 - 

第 2948 回例会                                                               

1928年 10月、東京で第 2回太平洋ロータリー

大会開催。日本のロータリーの成長ぶりを見せる

ためであった。 

1929年 ニューヨーク・ウォール街をおそった戦

後最大のパニック⇒世界不況。日本では 1927年横

浜クラブ創立後新しいクラブは生まれていない。

国際ロータリーのクラブ数、会員数共に減少。京

都で第 1回第 70地区年次大会。 

1930 年 神戸で第 2 回第 70 地区年次大会。8 月

香港にロータリー創立。 

1931 年 3 月台北ロータリー創立。8 月京都にて

地区協議会開催→地方分権を要望。 

1932年 広島、札幌、1933年福岡にロータリー。 

1934 年 第 6 回第 70 地区年次大会が名古屋で開

催された。2 日目、名古屋から宇治山田までロー

タリー列車が仕立てられた。 

 

◎ロータリーの 3つの不平 

 ロータリーは有閑紳士が集まって昼食を食う特

権階級のクラブだという批判。バーナード・ショ

ーは、「ロータリーよ、いずこへ、昼食へ」と皮

肉っていた。 

米山梅吉はロータリーの不平は 3 つあると言っ

た。その 1 つは飽きる、一向につまらないと言っ

て出席しない、これはどの団体にあってもいたし

かたがない。第 2はロータリーの活動が足りない。

ロータリーアンはもっと社会的にも政治的にも力

こぶを入れる人で、このために国際ロータリーは

国際連盟にオブザーバーを出すことになった。第

3 にロータリーはどこへいくかと悲観する人であ

るが、ロータリーは見えないところに仕事があり、

目立たないところに妙味がある。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

本日の会報掲載の幹事報

告で、7 項目ありました報

告事項が掲載漏れにより 4

項目しか載っていませんの

で、次週の会報に残りの 3

項目を掲載させていただき

ます。 

1. 11月 10日(日)「海部郡

1 周ぐるりウォーキング」が開催されます。コ

ースは「弥富市役所～蟹江町まちなか交流セン

ター」までの約 13キロをおこないます。なお、

11月 10日と 11月 17日はあまＲＣが担当とな

っておりますが、メークアップ対象事業になり

ますのでご協力していただける方は田中社会

奉仕委員長までご連絡ください。 

2. 11 月 13日(水)、地区国際奉仕委員会が開催さ

れます。鈴木吉男会長兼地区国際奉仕副委員長

が出席いたします。 

3. 『ガバナー月信』11月号を回覧しました。 

 

11月 15日（金）第 2947回例会の幹事報告をい

たします。    

1. 本日会場入口にて、11月 8日に台風 30号の直

撃を受け、甚大な被害に見舞われたフィリピン

への義援金を募らせていただきました。ご協力

いただいた皆様、ありがとうございました。本

日欠席のメンバーもお見えになりますので来

週も義援金ボックスを設けさせてただきます。

また、12 月 6 日の例会の食事をカレーライス

にして、例会食事費の差額を義援金にあてさせ

ていただきます。義援金の集計は後日ご報告い

たします。 

2. 当クラブが会員になっております津島市国際

交流協会より「世界のお酒講座：カリフォルニ

アワインを知ろう」のご案内がきております。

日時は 12月 7日(土)午後 4時～、「夢菓子家」

で開催されます。会場後方に案内が置いてあり

ますので、参加希望の方がございましたら先着

20 名となっておりますので、お早めに申込み

のほどお願いします。 

3. 本日 18：00～、「パスト会長会議」が「魚し

ま」にて開催されます。 

4. 11月 17日(日)、「海部郡 1周ぐるりウォーキ

ング」が開催されます。先週、「弥富市役所～

蟹江町まちなか交流センター」のコースは残念

ですが雨のため中止となりました。17 日は当

初の予定通り「蟹江町役場～甚目寺観音」の約

14 キロをあまＲＣが担当で行います。メーク

アップ対象事業となりますので、ご協力いただ

ける方がございましたら田中社会奉仕委員長

までご連絡ください。 

5. 11月 20日(水)14：00～、津島市文化会館にて

「尾西地区生徒指導地域のつどい」が開催され

ます。鈴木吉男会長に出席いただきます。 

6. 11月 20日(水)18：00～、ウェスティンナゴヤ

キャッスルにて親睦活動委員会が開催され、ク

リスマス家族会の試食会を行います。 

7. 本日、来年 6月オーストラリア・シドニーで行

われます RI 国際大会の案内と台北滬尾ＲＣの

会報を回覧いたしました。また先週も回覧しま

した『ガバナー月信』11 月号に地区青少年委

員会の記事が載っています。横井知代地区青少

年委員の記事ですのでご覧下さい。 

8. 次週 11 月 22 日(金)11：30～、例会場 1F 委員

会室にて会場委員会が開催されます。 

9. 同じく次週 11月 22日(金)、例会終了後、役員・

理事・委員長にて臨時理事会を開催いたします

ので関係者の方はお忘れのないようお願いい

たします。 

以上です。よろしくお願いします。 
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ニコボックス報告 第 2947回分 

伊藤誠ニコボックス委員 

岡田貞雄氏 （お車代をち

ょうだいしました） 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗

副会長、寺島淳一幹事 

①インフルエンザが流行し

始めております。早めの予

防接種をしていただき、皆

様に感染しまくらないように、

みんなで気を付けましょう。

②卓話講師に岡田さんをお迎えして。 

佐藤敬治君 愛知県味噌醤油組合主催の品評会醤

油部門で愛知県大村知事より県知事賞をいただきま

した。 

安江正博君 ①ゴルフ例会を欠席してすみませんで

した。②リーダーシップ研修会がやっと終わりました。

講師の篠田先生、お疲れ様、お世話になりました。 

浅井賢次君 ①岡田貞雄さんをお迎えして。②松崎

先生にお世話になります。③写真が載って。 

児玉昭君 ①金婚式で子供達の招待でゴルフ付の

小旅行に行ってきました。②岡田さんをお迎えして。

③ウィークリーに写真が載りました。 

浅井彦治君 ロータリーゴルフで優勝しました。 

余郷利彦君、八谷潤一君、伊藤祥文君、服部貴君、

鶴見治貞君、生田達一君、高木輝和君、住田由純

君、稲川明俊君、加藤則之君、相羽あつ子君、篠田

廣君 岡田貞雄さんをお迎えして。 

伊藤祥文君 神社の奉納菊花がちょうど見ごろです。 

寺田晏章君 卓話を担当します。 

住田正幸君 忙しい日々です。お餅が終わるまでよ

ろしく。 

後藤務君 ①今日が誕生日です。②松崎先生にお

世話になりました。 

寺島淳一君 ニコＢＯＸ委員会をお助けします。 

吉田康裕君 ニコ委員会の皆さん、いつもごくろう様

です。 

松崎安孝君 余郷さん、鶴見さん、住田さんにお世話

になりました。 

矢田潔君 余郷さんの元気な顔を見ましたので…。 

浅井彦治君、加藤隆朗君、篠田廣君、伊藤哲朗君、

坂井裕君、伊藤幸蔵君、滝川林一君、高木輝和君、

三谷栄一君、小林啓子君 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、山田勝弘君、伊藤誠君、

伊藤哲朗君 その他。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

卓話担当：寺田晏章君 

講  師：あかだ屋清七 6 代目店主 

              岡田貞雄氏 

演  題：「尾張津島とあかだ くつわ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「あかだ屋清七」6代目店主、78歳。 

織田家を支えた津島の歴史的な背景と津島神社ゆ

かりの縁起菓子をテーマに「尾張津島と“あかだ・

くつわ物語”と題して講話が始まった。 

 イントロは講談調で本能寺の変。途中で拍手を

強請された場面にメンバー大爆笑。信長の誕生に

ついて佐織の勝幡城が現在の学説では通説と解説。

信長を一躍有名にした「桶狭間の戦い」で、津島

武士服部小平太の活躍ぶりを紹介。さらに「長篠

の戦い」で武田勝頼の無敵騎馬軍団を粉砕した織

田・徳川連合軍の 3000挺におよぶ鉄砲の出所につ

いて、そして京都山崎の天王山での秀吉と光秀と

の戦いのエピソードなどを解説、いよいよ試食タ

イム。 

信長、秀吉も食べたという厄除けの菓子（薬）

“あかだ”と「ちの輪くぐり」の「ちの輪」をか

たどった幸を呼ぶ縁起菓子“くつわ”の由来を聞

いた後、江戸時代いやそれ以前からの味を賞味。 

市の条例で祖先の遺産に指定された日本一堅い

といわれる郷土の銘菓をかみしめるたび、ひと味

ひと味に頑なに手造りで昔ながらの味を後世に伝

えていきたいという岡田ファミリーの心意気が伝

わってくる思いがした。 

 

「あかだの由来」 

国弊小社津島神社は由緒略記にある如く日本総社

津島牛頭天王と称するときより年中の大典たる春

秋県祭(あかだ)の御供米を以て社家社僧相計り之を

製して一般諸人に与へ以て悪疫防禦の為とせしを

後地家の民家之に真似て製し全国的に名物として

あかだなるものを知らるゝに至れり 

俚言に 

  

食 此 阿伽陀 者 則除 時病 治 百疴 

  

又一説には弘法大師が当地に立寄られ津島神社に

悪疫退散の祈願をこめた米団子の油揚を供へて参

“あかだ・くつわ”に舌鼓   

異色のゲストスピーカー 
 

二 

ノ ヲ ハ キ ヲ スト ヲ 

一 二 二 一 一 
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次回例会 
 第 2949 回 ’13 年 12 月 6 日（金） 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：元ＣＢＣ高山開発㈱常務取締役 

              佐藤英夫氏 

演  題：「師走になって思うこと」 

について」 

お知らせ 

■休会 

11月 29日（金）（定款 6-1） 

 

■例会変更 ≪クリスマス家族例会≫ 

12月 13日(金)⇒14日(土)17：00～ 

  ウェスティンナゴヤキャッスル２F「天守の間」 

詣の人々に頒たれたに基き古来津島神社の春秋県

祭の際神前に供へた供米を申受けこれを製して油

団子として県団子(あかだ)といひ諸人これを乞ふて

食すればその年疾病にかからなかったと言伝へる。

大きさ木樂子（もくろじ）の如くその色赤く粳米の粉

で固め胡麻油で揚げたから赤団子ともいったので

これを略してあかだと言はるゝに至ったとの説も

ある 

何れにしても古くからの名物で津島名物の随一で

ある 

 

「くつわの由来」 

あかだより以後にて江戸末期・天保 11年（1840）

に作られた名物菓子 茅の輪の形を真似たるもの

にて形も丁度茅の輪の如く円く白米に幾分の餅米

と多量の砂糖を混入製したるものにて美味且噛み

しめればする程味が良く一般の気受けよく急激に

進歩現在に於いてはあかだより生産額多きものに

て容易に変色せざるものなり 

 
国際奉仕委員会 

三谷栄一国際奉仕委員長  

国際奉仕委員会事

業のひとつ「海外

での災害への義援

金窓口」として、

ニコボックスの向

かい側にコーナー

を設けて、台風 30

号によるフィリピインへの義援金を募集しました。

皆さんのご協力で 56,000円が集まりました。あり

がとうございました。次回も行う予定です。 

 
新世代委員会 

 加藤則之新世代委員長 

8月 22日に青少年交換学生のジェッシー君が来

日以来 3 か月余り、横井啓泰さん宅にホームステ

イさせていただきまして、ありがとうございまし

た。12 月～3 月は、成田時規さん宅にお世話にな

りますので、11 月 16 日(土)に横井夫妻、成田夫

妻と、鈴木吉男会長、寺島淳一幹事、加藤則之新

世代委員長がホストファミリーの引き継ぎを行い

ました。成田さんご一家は、青少年交換学生とし

てカナダへ留学中の成田浩規君の家です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 12/2 月 尾西信用金庫本店 

名古屋和合 RC 12/4 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋東 RC 12/9 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 12/9 月 キャッスルプラザ 

一宮中央 RC 12/11 木 一宮商工会議所(夜） 

稲沢 RC 12/11 水 林商事ビル 

一宮 RC 12/12 水 一宮商工会議所 

名古屋北 RC 12/13 金 名古屋東急ホテル 

尾西 RC 12/16 月 尾西信用金庫本店 

あま RC 12/16 月 名鉄グランドホテル 

名古屋城北 RC 12/17 火 栄東急イン 1Ｆ 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 12/18 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋名駅 RC 12/18 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋西 RC 12/19 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋みなと RC 12/20 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

※ｱｲﾘｽ RC12:00～13:00 
 

 
あ
り
が
と
う 

ご
ざ
い
ま
し
た 

伊藤哲朗副会長 坂井裕親睦活動委員 

田中正明社会奉仕委員長 杦田勝彦会場委員 

 11月 22日に 

エコキャプを… 

 司会です 


