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本日の行事予定 (2015 年 4 月 24 日) 

第 3013 回例会 
卓話担当：小林啓子君 
講  師：手話通訳者 加藤貞子氏 
演  題：「手話と出逢って 
    ～手話が教えてくれたこと～」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3012 回 ’15 年 4 月 10 日（金）晴れ 

卓話担当：生田達一君 

演  題：「ふるさと知らずの 

        ふるさと自慢」 

ストレッチ体操  稲垣宏高君 

ロータリーソング 「我らの生業」 

ソングリーダー  寺島淳一君 

会 員 総 数  67名   3月 20日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員  21名 

本日出席会員  54名    MAKEUP 会 員   17名 

本日の出席率 80.60％ 訂 正出席 率   100％ 

超 過 出 席 滝川林一君（第 23 回ＲＹＬＡセ

ミナー、第 2 回地区クラブ青少年奉仕委員長会

議）、八谷潤一君（第 2回地区内広報・雑誌委員

長会議） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

昨年の 4月 16日、韓国で

フェリー・セウォル号の沈

没事故が日本でも大きく報

じられました。300名以上が

死亡され、現在も真相究明

やら賠償金問題で多くの問

題を抱えていると聞いています。 

 同じように今から約 100年前の 1912年 4月 10

日、イギリスのサウサンプトン港から、１隻の船

が処女航海に出発しました。船の名はタイタニッ

ク号。当時、世界最大の豪華客船である。乗員乗

客合わせて 2200 人以上を乗せたタイタニック号

は、ニューヨークを目指し、順調に航海を進めて

いた。だが、出発から 4 日後の 4 月 14 日 23 時

40 分、北大西洋で巨大な氷山に遭遇し、激突し

てしまう。この事故によりタイタニック号は沈没。

最終的に、沈没による死者の総数は 1500 人以上

にもなった。タイタニック号の悲劇は、今も史上

最悪の海難事故と呼ばれています。 

タイタニック号の悲劇は、映画などにもなって

おり有名な話です。だが、沈没の直後から、この

史上最大の海難事故に、様々な噂が囁かれたのを、

ご存じだろうか？ それは、この海難事故が巧妙

な保険金詐欺だったという説です。 

 決して沈むことはないと言われた豪華客船が、

なぜ処女航海で氷山に船体をこすっただけで、わ

ずか 3時間ほどで沈没したのか、この謎を解く鍵

は、タイタニック号を就航させていたホワイトス

ター社が他に所有していた豪華客船、オリンピッ

ク号にあります。 

 両船ともほかの豪華客船と引けを取らない船

だったが、奇妙なことに、外観はもとより内部構

造もそっくりで、両船を並ばせて見比べても見間

違えてしまうほどに似ていた。 

 タイタニック号が進水する 2年前、オリンピッ

ク号は、処女航海で船尾にタグボートを巻き込む

事故を起こして修理ドック入りしている。その後

も 1年足らずのうちに事故を頻発し、使い物にな

らいような状態だった。 度重なる事故によるオ

リンピック号の修繕費の総額は莫大になり、修理

するよりスクラップするのが妥当だったが、ホワ

イトスター社は修理をし続けた。 かたや、2年

後にタイタニック号が誕生した時、船体にかけら

れた保険金は、約 100万ポンドで、これは船の建

造費の倍以上という異例の巨額であった。 

このことから、ホワイトスター社は保険金を手

に入れるために、修理中のオリンピック号とタイ

タニック号をすり替えたのではないかと囁かれ

たのである。 

 つまり、オリンピック号を“タイタニック号”

だと偽って事故で沈めてしまえば、多額の保険金

が手に入る上に、新品の「本物のタイタニック号」

が手元に残る…こんな謀略を仕組んだのではな

いかというわけです。 
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 疑惑の根拠はいくつかあります。まず、オリン

ピックとタイタニック両方の船の設計図が、どう

しても見つからないという点だ。また、船内で使

われていた食器も豪華客船といいながら、「ＴＩ

ＴＡＮＩＣ」の文字やロゴが入っていなかったの

だ。この船がタイタニックであると証明する備品

が見つからないのも不思議である。 

 そしてなによりも、事故続きで使い物にならな

い状態だったはずの“オリンピック号”が、その

後 25 年もの長きにわたり、立派に活躍したとい

う事実である。スクラップ寸前の船が、果たして

25年も持ちこたえることができるのだろうか。 

 当時、ホワイトスター社は経営難だったが、こ

のタイタニックの保険金のおかげで一時を乗り

切っている。現代ならば疑惑はますます深まるば

かりであったと思います。 

 
ニコボックス報告 第 3012回分 

矢田潔ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副

会長、野々山勝也幹事 4月

16 日(木)～18日(土)まで台

北滬尾ＲＣ創立 9 周年記念

式典に 11 名のメンバーが出

席されます。よろしくお願い

します。 

安江正博会長 ①生田達一君、本日の卓話よろし

くお願いします。②来週末の台北滬尾ＲＣ訪問時

には、三谷栄一副会長に会長代理をお願いしまし

た。よろしくお願いします。 

生田達一君 本日卓話を担当します。薄い中身で

すがおつき合い下さい。 

服部貴君 台湾の林さんに東京で会ってきました。

「皆さんによろしく」…と元気そうな様子でした。 

篠田廣君 ロータリーゴルフ優勝しました。 

山本達彦君 ロータリーゴルフでドベになりま

した。合掌。 

吉田康裕君 ①昨日、ロータリーゴルフでお世話

になりました。また来月がんばります。②息子が

幼稚園に入園することができました。相羽先生に

お世話になります。 

浅井賢次君 今日は特別に話題なく。ニコボック

スの皆さん申し訳ありません。 

加藤則之君 皆さんにはいろいろお世話になります。 

伊藤哲朗君 中日新聞さんにマラソンの特別号

を作っていただきました。 

山田勝弘君 晴天が1日も多く続きますように！ 

横井知代君 いろいろありがとうございました。 

佐藤雅彦君 先週お休みさせていただきました。 

伊藤基君、矢田潔君、宅見康悦君、伊藤祥文君、

幅辰雄君、浅井彦治君、余郷利彦君 ウィークリ

ーに写真が載りまして。 

服部則仁君 遅刻しました。 

片岡鉄君、堀田力男君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：生田達一君 

演  題：「ふるさと知らずの 

ふるさと自慢」 
 

本日のタイトルは「ふる

さと知らずのふるさと自

慢」です。 

私のふるさとは「神戸」

なんですが、実は神戸のこ

とをあまり知りません。に

もかかわらず「神戸」をテ

ーマに話をいたします。よく知らない者の自慢話

ですので自ずと中身は底の浅いものになります

が、しばしおつき合いください。 

 私は生まれてから社会人になるまでの 22 年あ

まり、神戸に住んでいました。しかし改めて「神

戸ってどんな所？ おすすめスポットは？ 何

がおいしい？」なんて尋ねられたら、ほとんど答

えられないことに思い至り驚くばかりです。 

 でも、まあ住んでいた 22 年間の大半は学生生

活だったので極めて狭い範囲での生活に明け暮

れる毎日、しかも点と線の毎日でしたし、そもそ

も生来活発に動き回る性質でもないので、当然の

ことかもしれません。 

 久しぶりの卓話担当で、何の話をしようかと考

えたとき披露するほどの趣味などもないなか、ふ

と、そうだ「私の生まれは神戸です」と言えば、

「いいね、良い所で生まれたね」とかなり多くの

方々に言っていただけるので、よく知らないなが

ら神戸をテーマにしようと思い至りました。 

 「神戸」といえば、20 年前に起きた阪神淡路

大震災を思い浮かべる方も多いと思います。長田

区にありました私の実家も含め、多くの方々がた

いへんな被害に遭いましたが、本日はこのことに

直接には触れないで話をいたします。まずは「神

戸のイメージ」から。 

 

 

 

 

 

 

１．「神戸」のイメージ 

  イメージ先行型超好感都市(国際性豊か、開

放的、進歩的、等々)。住んでみたい街として、

ＰＨＰ研究所の調査では第 7 位(札幌、京都、

仙台等々に続く)、日本ファッション協会では

第 4位(札幌、横浜等に続く)。 

具体的イメージは、①港・港町 ②六甲山 

③おしゃれ ④異人館 ⑤地震・震災 ⑥ファ

ッション ⑦海 ⑧夜景 ⑨異国情緒 ⑩ヤ

クザ・暴力団。 
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２．画期的な街づくり 

「山・海へ行く」…神戸港沖に造成された人

工島のポートアイランドを始めとする神戸

市の都市開発を表現した合言葉。六甲山を削

ってニュータウンを開発し、そこで生じた土

砂を総延長 13 ㎞のベルトコンベアーを使っ

て海上に運び埋立地を造るという開発手法。 

「株式会社神戸市」…山を削り公営住宅を整

備し、その土地で埋め立てた人工島・ポート

アイランドでも住宅や企業を誘致し、さらに

そのポートアイランドで博覧会(ポートピ

ア’81)を開催し多くの観客を動員すること

に成功。神戸ワイン城やフルーツパーク等を

第三セクターでつくり、神戸ワインをブラン

ド化する等広く事業を展開。 

 

３．神戸ブランド 

 ◎洋菓子…神戸に本社がある洋菓子メーカー

としては「ユーハイム」「モロゾフ」「ケー

ニヒスクローネ」「ゴンチャロフ」等々多数。 

 ◎神戸ビーフ…日本三大和牛の一つ。 

 ◎灘の酒…「灘の生一本」で知られ

る灘五郷。出荷量第 1位の「白鶴」

その他「菊正宗」「沢の鶴」「剣

菱」が神戸で造られている。(隣接

する西宮市では「大関」「日本盛」

「白鹿」が造られている) 

 

４．神戸を代表する観光地、行ってみたい所 

 ◎北野異人館…1997

年 10 月から半年間

放送されたＮＨＫ

連続テレビ小説「風

見鶏」をきっかけに

大ブームとなって

以来、今なお人気あ

るスポット。 

 ◎有馬温泉…日本三大

名泉、日本三古湯の

一つ。金泉＝含鉄強

食塩泉、銀泉＝ラドン泉、二酸化炭素泉 

 ◎六甲・摩耶…日本三大夜景の一つ。「摩耶山

掬星 (きくせい) 台」(神戸～大阪の夜景) 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎三宮・元町 

 ◎明石海峡大橋 

 ◎ポートアイランド 

 

〈番外〉私の一押しグルメ 

● 明石焼（玉子焼） 

商品名が示すとおり神

戸の西隣「明石市」の

郷土料理であるが、神

戸にも有名店があり広

く食べられている。たこ焼きの元になった食

べ物。 

[基本形]  

・ 材料は鶏卵・沈粉と呼ばれる小麦でんぷ

ん粉・小麦粉 具はタコのみ 

・ 出汁につけて食べる※ 

・ まな板状の木製の皿に盛りつけている。 

※ 私の地元長田区では明石焼にソースを塗

って出汁につける食べ方も一般的。 

 
 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪中日新聞特別版≫ 

3 月 8 日(日)に開

催された名古屋ウィ

メンズマラソン特別

号表紙に、シティマ

ラソンに参加した

「伊藤哲朗」の名前

が載りました。 

三谷栄一副会長 野々山勝也幹事 

中野義光親睦

活動委員 
幅辰雄青少年

奉仕委員長 

山本達彦幹事

エレクト 
本日は割子弁当 
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次回例会 

第 3014 回 ’15 年 5 月 8 日(金) 

卓話担当：余郷利彦君 

講  師：㈱三重銀総研調査部副部長・ 

     主席研究員 別府孝文氏 

演  題：「地域経済を取り巻く状況と 

動き出した地方創生」 

 
    

休会のお知らせ 

定款 6-1により 

5月 1日(金)と 5月 15 日(金)は休会です。 

国際奉仕委員会 

後藤務国際奉仕委員長 

【台北滬尾ＲＣ訪問報告 ①記念例会編】 

4 月 16(木)～18 日(土)、姉妹クラブの台北滬

尾ＲＣの創立 9 周年記念例会に 11 名の津島ＲＣ

メンバーが出席しました。(懇親会等は次号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

≪安江会長メッセージ≫ 

台北滬尾ロータリーク

ラブの皆様、創立 9周年

大変おめでとうござい

ます。この記念すべき良

き日に、津島ロータリー

クラブから11名の会員が訪問することができ、

誠に喜ばしく思いますとともに、心よりお祝

い申し上げます。 

さて、昨年７月の尾張津島天王祭には、貴

ロータリーより多くの会員及びご家族の方々

に来日頂きました。暑いながらも大変楽しい

ひと時を共に過ごすことができ、素晴らしい

思い出作りができました。メンバーを代表し

感謝を申し上げます。本来ならば会長である

私自身が出向き、皆様方に直接お会いして祝

詞を申し上げるべきですが、小生体調が完全

でないため、やむを得ず欠席致します。大変

残念に思いますと共に失礼の段お許しお願い

したく存じます。 

これからも、更に両クラブの友好と絆を深

め、人的・社会的交流と活性化が計られるこ

とを願っております。また、互いのクラブが

今まで以上に、世界で、地域で愛され活躍す

ることを祈念し、お祝いのご挨拶とさせてい

ただきます。最後に、貴クラブの益々の発展

と会長はじめ会員の皆様、ご家族の皆様のご

健勝とご多幸、そして事業の繁栄を心より祈

念申し上げます。          謝謝 

 2014～15年度津島ロータリークラブ会長 

 安江正博 

 

5月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 奥三河ＲＣが 6 月 30 日に解散し、ＲＩの登

録を抹消されます。 

2. 4 月 28 日(火)、次年度社会奉仕・広報・ニ

コボックスの合同委員会が「みやこ」で午後

6時より開催されます。 

3. 5月 1日(金)は定款 6-1により休会です。 

4. 5月 1日(金)から 5月 6日(水)まで事務局は

お休みです。 

5. 5月 8日(金)は例会終了後に役員・理事・委

員長会議を開催します。 

6. 地区役員・会員慰労ゴルフコンペと第 25 回

日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会のお

知らせを回覧しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 24日（金）第 3013 回 幹事報告 
 

5月 8日(金) チラシ寿司 
5月 22日(金) 鰻丼 
※6月 9日(金) カレーライス 

5月のメニュー 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 5/11 月 尾西信用金庫本店 

名古屋大須 RC 5/14 木 名古屋東急ホテル 

名古屋昭和 RC 5/18 月 名古屋東急ホテル 

稲沢 RC 5/20 水 林商事ビル 

名古屋東南 RC 5/20 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋みなと RC 5/22 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋北 RC 5/22 金 名古屋東急ホテル 

一宮北 RC 5/22 金 一宮商工会議所 

名古屋昭和 RC 5/25 月 名古屋東急ホテル 

名古屋守山 RC 5/27 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 5/27 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮中央 RC 5/27 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋東南 RC 5/27 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋和合 RC 5/27 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 
 

安江会長代理の

三谷栄一副会長 

←葉文源会長との

記念品交換 


