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本日の行事予定 (2015 年 3 月 27 日) 

第 3010 回例会 
卓話担当：滝川林一君 

演  題：「ネパール アンナプルナ山群」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3009 回 ’15 年 3 月 20 日（金）晴れ 

卓話担当：大河内勝彦君 

講  師：研ぎ陣名古屋店 店主 

  柏木 功氏(名古屋東ＲＣ) 

演  題：「刃物は何故切れる」 
ストレッチ体操 佐藤雅彦君 

ロータリーソング 「我等の生業」 

ソングリーダー  伊藤誠君 

ビ ジ タ ー 西三河分区ガバナー補佐、地区危機 

管理委員会委員長 

黒田勝基君（高浜ＲＣ） 

地区青少年交換委員会副委員長 

岩月雅章君（名古屋中ＲＣ） 

栗木和夫君（あまＲＣ） 

会 員 総 数  67名   2月 20日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員  15名 

本日出席会員  47名    MAKEUP 会 員   10名 

本日の出席率 70.15％ 訂 正出席 率  98.39％ 

超 過 出 席 幅辰雄君、後藤務君、坂井裕君、

三谷栄一君、山本達彦君、寺島淳一君、生田達一

君、滝川林一君、宅見康悦君、野々山勝也君、余

郷利彦君、鈴木吉男君（国際奉仕・青少年奉仕合

同委員会）、三谷栄一君、山本達彦君（地区大会

指導者育成セミナー）、野々山勝也君、高木輝和

君、安江正博君（地区大会晩餐会）、幅辰雄君、

三谷栄一君、山本達彦君、浅井彦治君、野々山勝

也君、服部則仁君、稲垣宏高君、伊藤哲朗君、加

藤則之君、前田昭生君、松本浩義君、佐藤敬治君、

佐藤雅彦君、杦田勝彦君、高木輝和君、寺田晏章

君、山田勝弘君、山田章博君、安江正博君、八谷

潤一君、後藤務君、伊藤幸蔵君、篠田廣君（地区

大会）、浅井彦治君、野々山勝也君、片岡鉄君、

大河内勝彦君、長田一郎君（親睦活動委員会） 

 

会長挨拶 

安江正博会長 

本日の卓話講師柏木功さん

は、趣味というか、自分の好

きなことをしたいがために 60

歳で転職、刃物の研ぎ職人に

なられたそうです。ある意味、

幸せで粋な人生と思われます。

後ほどじっくりお話を聞かせていただきます。 

 遊びは、徹底的にこだわってこそ、面白味も増

す、といいます。戦後、吉田茂の側近として活躍

した白洲次郎、日本一カッコいい男といわれる彼

は、若い時から乗り回していたスポーツカーを終

生愛し、齢八十近くまでポルシェのハンドルを握

っていたという。 

 これについて作家でエッセイストの馬場啓一

氏は、こう述べている。「白洲が老年になっても

スポーツカーを乗り回していた事実は、彼にとっ

てスポーツカーがどんな意味を持ったかを如実

に物語る。すなわち運転そのものを愉しむ車、そ

れがスポーツカー、という位置づけである。」（『こ

んな男になりたい』新潮ＯＨ！文庫） 

 馬場氏によれば、彼は亡くなる前に、次代を担

うスポーツカーを日本人のためにつくってほし

いと念じ、折から設計中のトヨタ・ソアラのため

に愛車ポルシェを提供したという。 

 一生をかけてスポーツカーを遊び尽くし、最後

は、この国の自動車産業の発展のために愛車をポ

ンとくれてやる。さすがダンディ白洲、やること

が違う。彼は運転を愉しむために終生スポーツカ

ーにこだわった。遊びはこうでなくてはいけない。

その徹底したこだわりぶりは、まさに趣味人の鑑

（かがみ）である。 

 車に限らず遊びのこだわりと言えば、やはり道

具を抜きには語れない。良い道具を手に入れる喜

びや使う快感は、趣味の持つ健全な愉しみの一つ

だ。道具へのこだわりは、もちろん値段ではない。 

 いずれにしろ、自分にあったお気に入りの道具

を揃えるのは、遊びを充実させる最良の方法の一

つだ。ただし、道具というのは、使ってみないこ
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とにはわからないし、その判断ができるようにな

るには、それなりの経験が必要な場合が多い。 

「まずは形から」といきなり高価な道具を買い揃

える人は「道具コレクター」になりやすい。イン

ドア、アウトドアを問わず、まず道具から入るの

は圧倒的に男性が多い。 

 話は少しずれるが、男性の料理はまず食の材料

をずらりと揃えるところから始まる。ところが女

性の料理は、ありあわせの材料をざっと見て何を

つくろうかと決める。最初からどうしてもモノに

こだわるのが、男性の性癖なのかもしれない。  

 そして、女性は一般的に道具より誰と遊ぶかを

大事にする。「男はコレクション、女はコネクシ

ョン」とはよく言ったものです。 

 道具にこだわるのはいいが、集めるだけでは逸

品が泣く。道具は本来使って愉しむための手段だ。

せっかく贅沢な道具立てをしたなら、やはり集め

るだけでなく、それを使って愉しまなければ損だ

ろう。道具は使ってこそ生きるのです。   

 
ニコボックス報告 第 3009回分 

伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

黒田勝基西三河分区ガバナー

補佐(高浜ＲＣ)、岩月雅章地

区青少年交換副委員長(名古

屋中ＲＣ) 本日、交換学生の

データを持参いたしました。

来年度の受入、よろしくお願

いいたします。 

柏木功君（名古屋東ＲＣ） お車代をニコボック

スにちょうだいいたしました。 

栗木和夫君 安江会長のお元気な顔を拝見しま

した。 

安江正博会長、三谷栄一副会長、野々山勝也幹事 

本日の講師、研ぎ陣名古屋店店主、柏木功君をお

迎えして。 

安江正博会長 大河内勝彦君、本日の卓話よろし

くお願いします。 

安江正博会長、寺島淳一君、滝川林一君、加藤則

之君、横井知代君 黒田ガバナー補佐、岩月青少

年交換副委員長、津島ＲＣへようこそ!! 

鈴木吉男君 柏木さん、津島ＲＣにお越し下さっ

てありがとうございます。ついでに黒田ガバナー

補佐、岩月青少年交換副委員長、津島ＲＣへよう

こそ!! 

大河内勝彦君 本日卓話を担当いたします。柏木

功様、よろしくお願いいたします。 

安江正博会長、余郷利彦君、寺田晏章君、後藤務

君、伊藤祥文君、加藤則之君 あまＲＣ会長、栗

木さんをお迎えして。 

余郷利彦君、宇佐美三郎君、伊藤祥文君 今日は

開扉祭(おみと)です。津島神社にお越し下さい。 

杦田勝彦君、佐藤雅彦君 開扉祭に行きます。 

浅井賢次君 ①今日は“おみと”お詣りし無病息

災を祈ってきます。②春がやってきました。津島

神社でうぐいすの声を聞きました。③息子がグア

ム島で皆さんにお世話になっております。 

相羽あつ子君 西尾張分区ロータリークラブ美術

展に行きました。皆さん素晴らしい作品で天から

二物を与えられた人もいることがわかりました。 

住田正幸君 松崎先生に友人が大変大変お世話

になりました。 

伊藤幸蔵君、稲垣宏高君 滝川さんごちそうさま

でした。 

加藤則之君 バッジを(わざと)忘れました。 

山田章博君、矢田潔君、稲垣宏高君 ウィークリ

ーに写真がのりました。 

前田昭生君、稲垣宏高君、山田勝弘君、矢田潔君、 

河西あつ子君、中野義光君、生田達一君、吉田康

裕君、加藤泰一郎君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：大河内勝彦君 

講  師：研ぎ陣名古屋店 店主 

  柏木 功氏(名古屋東ＲＣ) 

演  題：「刃物は何故切れる」 
 
 
 
 
 
 
 

研ぎ陣名古屋店主柏木です。名古屋東クラブの

会員です。少し変わった経歴をしております。そ

こから話を始めたいと思います。 

父親の作りました会社を 8年半程前に、全くの

他人ですが若い社員に譲りました。今株主という

こと以外関係ありません。実は 34 歳の時に父親

が突然亡くなり、タイプライターの販売会社を継

ぎました。タイプライターといっても今の方はわ

からないかもしれませんが。そんな会社をコピー、

電卓、オフコン、ワープロ、パソコン、そしてシ

ステム作りのＯＡ機器・ＩＴ関連の会社に切り替

えましたが、ある時、守りに入っていることに気

がつき、このままではまずいと思い始め、そんな

頃運良く後継者に巡りあい譲りました。 

リタイヤの後、何をするか全く考えていません

でしたが、東京に刃物研ぎの塾を見つけ、これな

らできそうと 1 か月半程泊まり込みで修行して、

この仕事を始めました。趣味と実益を兼ねて良い

ねと言われますが、刃物研ぎは全く趣味ではあり

ません。逆に趣味じゃなかったからか、職人仕事

が生に合っていたのか長続きして、すでに 9年目

になります。 

さて、刃物は何故切れるのでしょう。刃物を砥

石で研ぐと何故切れ味が良くなるのでしょう。お
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手元のＡとＢの写真、研ぐ前と研いだ後を 1000

倍に拡大した物で、良く切れるのはＡです。 

 

 

 

刃物を研ぐということは、いかに刃を細かく鋭

い鋸状にするかということなのです。この 2枚の

写真をお見せすると、Ａが研ぐ前、Ｂが研いだ後

と思われますが、実は逆で、Ｂは滑るだけで、切

れ味は良くありません。木を切る鋸を考えてみて

ください。刃のある方はギコギコと木が切れます

が、背の方は滑って切れません。ですから刃物を

研いで切れ味を良くするということは、いかに細

かく鋭い鋸状の刃をつけるかということです。普

通のステンレスの家庭用包丁ですと、研いで 3

ヶ月もすればＢの状態です。 

実は昨年私の知る限り名古屋市内で 3 軒の研

ぎ屋さんがやめられました。特に私のようにグラ

インダーを使わないで手だけで研ぐ、手研ぎ職人

は絶滅危惧種となりつつあります。私は多数の砥

石から、刃物の種類・形状、鋼・金属の種類に合

わせ砥石を選びます。刃物に最適な砥石を選ぶこ

とのできる手研ぎのほうが刃物には優しいと思

います。 

研ぎ屋さんが減ってきた中、ご自分で研がない

奥様方は色々と知恵を絞って包丁を切れるよう

にしています。主な方法をご紹介します。 

１）アルミ箔をクシャクシャにして切ると切れ味

が戻ると聞かれたことありませんか。金属を

切ると刃に悪いと驚かれるかもしれませんが、

刃先に傷を付け鋸状にするのです。ほんの僅

かですが切れ味が戻るようです。 

２）砥石の代わりに、茶碗やお皿の下側、糸切り

の部分で刃物を擦る、それもザラザラした陶

器よりスベスベの磁器の方が良いです。皆様

の家にある志野や織部の茶碗より、有田の皿

や、ウエッジウッドの紅茶茶碗のような磁器

が良いです。かなり有効です。 

３）テレビ通販のダイヤモンド砥ぎ器、棒状、板

状のといろいろあり、「なんと本日は同じ価

格でもう一本サービス！」っていうあれです。

これも使ってみました、角度を一定にするの

が難しいです。 

４）研ぎ器。そろばん玉の形のセラミックを 2

個並べ、その間のＶ字に刃先を入れ、引いた

り押したりする研ぎ器です。比較的切れ味が

戻ります。但し研ぐというより刃先を削って

おり、包丁がすぐに減ります。この方法、注

意がいります。力を入れすぎない、載せる程

度、そして切っ先からアゴまで一気に軽く押

すか、逆に引くかしてください。特に真ん中

だけをゴリゴリやらないこと。 

さて、砥石をお持ちの方、研いでみませんか。

意外と簡単です。コツを一つ伝授します。私は文

化包丁 1本 1,000円で研いでいますが、700円分

は保証します。但し普通の文化包丁、三徳包丁で、

出刃、刺身等和包丁は研ぎ屋に出してください。 

先ず砥石を研ぎましょう。えーーっ、砥石を研

ぐ?! そうです、真ん中が凹んで、横から見ると

アーチ状の砥石で真っ直ぐな刃を付けることは

プロでも不可能です。私ども普通の包丁を研ぐ時

でも 2本で 1回、出刃や刺身包丁では 1本研ぐの

に必ず砥石を修正します。砥石の面を修正するこ

とを面直しといい、非常に大切な作業です。私ど

もは専用の道具がありますが、皆様は建材用のブ

ロックで使ってください。ブロックがない方は駐

車場のコンクリートで。マンションでそれもない、

そういう方は表に行って歩道の縁石、いや縁石の

ような物を探してください。公共物ですから。 

皆さんの家でお爺さんが買ってきた天然物の

砥石があるという方、近所の大工さんか床屋さん

から貰った砥石がある方はちょっと待ってくだ

さい。大切に扱ってください。天然物は良い物に

なると 10万、20万超える物もあります。 

砥石は大別すると荒砥、中砥、仕上げ砥の 3

種類に分けられます。紙ヤスリの番手と同じで数

字が小さい程粗くなります。＃600 までを粗砥、

＃300～＃1500を中砥、＃2000以上を仕上げ砥と

言います。 

研ぎ方はネットや本で調べてください、星の数

ほど書いてあります。どうしてもと言う方は私ど

もへお越し下さい。お教えいたします。 

砥石がないけど一度やってみたいと言われる

方、ホームセンターで 2,000円位の物で結構です。

＃1200 番前後の中砥一本有ればＯＫです。但し

幅が 7～8 ㎝以上にして下さい。厚みは問いませ

ん。幅が狭いと怪我をしやすいです。もうちょっ

と本格的にと言われる方は＃3000～5000 番前後

の仕上げ砥と 2本で使ってください。粗砥が必要

な欠けとか、刃こぼれの修正は研ぎ屋さんにお委

せ下さい。 

包丁の相棒といえばまな板です。よく見るのは

白いプラスチックの板。特に生ものを扱う食品工

場とか料理屋さんでは殆どプラスチックです。水

を含まないので衛生的です。但し反動が大きく包

丁の切れ味にはあまり良い影響を与えません。細

かい傷も気になります。柳の木は、堅さ、色も良

いのですが値段が張ります。銀杏の 3倍位、その

中でも猫柳なら最高です。もし柳か猫柳のまな板

で料理していたらすごいです。銀杏、朴の木は堅

さも価格も手ごろで良いのですが細かい傷が入

ったり、黒ずみが気になります。檜は建築用のと

は少し違い油分が少ない木を使いますがが、檜特

有の香りが残り料理に移る懼れがあります。 

スプルース、アラスカ檜と言われる物です。ホ

ームセンターで売っている木のまな板の殆どが

これです。色は白く見栄えが良いのですが、柔ら

かく、減りが早く、真ん中だけくぼんでしまいま

○Ａ  ○Ｂ  
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次回例会 

第 3011 回 ’15 年 3 月 27 日(金) 

卓話担当：八谷潤一君 

講  師：津島市立南小学校長 浅井厚視氏 

演  題：「天王子ども塾の歩み」 

す。最近出てきたのが合成ゴム、切り傷も付きに

くく、切るときの感触は木のまな板と変わりませ

んし、水も含まず衛生的で取り扱いが楽でなかな

か優れものです。早速私も購入してテストで家内

に使ってもらっています。色が黄色系しかないの

と、重いことが気になりますが、刃当たりが木と

同じなのと、手入れが楽だと非常に気に入り、木

とプラスチックのまな板は物置に移動しました。 

1 月にお手元に届きました『抜萃のつづり そ

の七十四』のなかに「和食を楽しむ」という一文

があり、こんな言葉がありました。「潔くスパッ

と切ると、料理が鮮やかで美味しそうに感じられ

ます」。どうぞ切れ味の鋭い包丁で作った美味し

い料理をお召し上がり下さい。 

 
 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年奉仕委員会 

滝川林一副委員長 

 3 月 21～22 日、

第 23回地区ライラ

セミナーが美浜少

年自然の家で開催

されました。「思

いやりの心を育も

う」というテーマ

で、一宮ＲＣがホ

ストつとめました。

津島ＲＣからは滝

川林一青少年奉仕

副委員長、青少年交換帰国生の成田浩規君、津島

東高校ＩＡＣの内山京哉君、後藤多喜君が参加。

23 日の中日新聞尾張版に記事が掲載されました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3月 26日(木)、桑

名ＣＣでゴルフ会が

開催され、野々山勝

也君が優勝しました。

次回は 4月 9 日(木)

の予定です。 

 

 

 

 

 

 
4月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日午後 6 時より朝日寿しにおいて次年度
役員理事委員長会議があります。該当の方は
よろしくお願いします。 

2. 3 月 29 日(日)に第 1 回ふるさと学習大賞の
表彰式が津島市立図書館で行われます。野々
山幹事と幅青少年奉仕委員長が出席します。 

3. 4月 2日（木）に次年度地区青少年奉仕委員
会が開催されます。服部貴次年度地区青少年
奉仕委員が出席します。 

4. 次週 4月 3日（金）は例会終了後に役員理事
委員長会議を開催しますので、該当の方は予
定しておいて下さい。 

5. 4月のロータリーレートは 1ドル 118円です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3月 27日（金）第 3010 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 野々山勝也 48 45 93 16 77 

2位 児玉  昭 54 51 105 25 80 

3位 篠田  廣 47 42 89  4 85 

 

4月のメニュー 

4月  3日(金) 寿司、吸物 
4月 10日(金) 割子弁当  
4月 24日(金) フライ定食

    

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮中央 RC 4/1 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋和合 RC 4/1 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋東 RC 4/6 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋名駅 RC 4/8 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋名南 RC 4/14 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋東南 RC 4/15 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋和合 RC 4/15 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 4/22 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋みなと RC 4/24 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮北 RC 4/24 金 一宮商工会議所 

名古屋北 RC 4/24 金 名古屋東急ホテル 

あま RC 4/27 月 名鉄グランドホテル 

名古屋城北 RC 4/28 火 栄東急 REIホテル 
 

岩月雅章地区青少

年交換副委員長 
黒田勝基西三河分

区ガバナー補佐 

栗木和夫あま

ＲＣ会長 

三谷栄一会長エレクト 野々山勝也幹事 

  Welcome!! 


