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本日の行事予定 (2015 年 7 月 31 日) 

第 3025 回例会 

卓話講師：地区危機管理委員長 

       黒田勝基君（高浜ＲＣ） 

演  題：「危機管理について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3024 回 ’15 年 7 月 24 日（金）晴れ 

卓話担当：服部則仁君 

演  題：「皆様に育てていただきました。 

ありがとうございました」 

ストレッチ体操 田中正明君 
ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー 長田一郎君 
ゲ ス ト 米山学友・初代よねやま親善大使 

尤銘煌さん 

ビ ジ タ ー 稲垣秀樹君（あまＲＣ） 

会 員 総 数 67名    7月 3日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  58名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  86.57％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、山本達彦君、浅井彦
治君、前田昭生君、山田勝弘君、宅見康悦君、安
江正博君、田中正明君、稲垣宏高君、加藤則之君、
幅辰雄君、服部貴君、大河内勝彦君、吉田康裕君、
高木輝和君、堀田力男君、篠田廣君（第 1回役員・
理事・委員長会議） 
 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

昨日は、米山奨学生のハ

ンドさんの歓迎会がありま

した。新旧よねやま親善大

使の尤さん、于さんをはじ

めたくさんのメンバーに参

加していただき、ありがと

うございました。ハンドさんとメンバーが親睦を

深めることができ、私にとっても、大変有意義な

時間を過ごすことができました。ありがとうござ

いました 

本日は、私がカンセラーをつとめました

2003-2004 学年度米山奨学生、初代よねやま親善

大使で山形大学教授尤銘煌先生が、私のために例

会にわざわざ山形より来てくださいました。大変

ありがとうございます。感謝します。また、2 年

間、よねやま親善大使お疲れ様でした。 

また、明日は尾張津島天王祭です。伊藤宮司は

じめ祭り関係者の皆さん、お体に気をつけて頑張

ってください。 

本日は土用の丑です。皆さんはご存知かもしれ

ませんが、土用の丑についてご紹介したいと思い

ます。 

土用とは、土旺用事（どおうようじ）の略です。 土

用というと夏を思い浮かべる方も多いと思います

が、土用は各季節にあります。陰陽五行説で、春・

夏・秋・冬をそれぞれ木・火・金・水とし、余っ

た土を各季節の終わりの 18 日間に当てはめたこ

とから、立春、立夏、立秋、立冬の前の 18日間を

土用といいます。 

一般的には立秋前の 18 日間の夏土用をさしま

す。この期間を暑中と呼び、暑中見舞いを出す時

期でもあります。 

また、夏土用に入って 3 日目が晴れれば豊作、

雨が降れば凶作といわれています。この豊凶占い

のことを「土用三郎（どようさぶろう）」といいます。 

夏の土用は、1 年の中で最も暑さが厳しいとさ

れる時期にあたるため、江戸時代にはこの期間の

丑の日を「土用の丑の日」と重視し、柿の葉など

の薬草を入れたお風呂に入ったり、お灸をすえた

りすると夏バテや病気回復などに効き目があると

されていました。 

年によっては、土用の期間に丑の日が 2 回訪れ

ることもあります。この 2 回目の丑の日を「二の

丑」といいます。今年の夏土用の丑の日は 7月 24

日、二の丑は 8月 5日です。   
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7月の土用の丑の日に

うなぎを食べると夏バ

テをしないといわれて

います。実はこの風習、

江戸時代の万能学者で

あり、発明家でもある平

賀源内が仕掛けたこと

でした。 

知り合いのうなぎ屋さんが夏はうなぎが売れな

いと困っていたのを見て、源内は、万葉集に書か

れている歌をヒントに「土用の丑の日、ウナギの

日。食すれば夏負けすることなし」というコピー

を考え、店の前に「本日、土用丑の日、うなぎの

日」という貼り紙をしたところ大繁盛しました。

これが全国的に広まったといわれています。 

元々この日に「う」のつくものを食べると病気

にならないという言い伝えがありましたので、

「う」のつく食べ物＝「うなぎ」として定着した

のでしょう。 

夏土用の時期に、カビや虫の害から守るため、

衣類や書物に風を通して陰干することを土用の虫

干しといいます。 

また、この期間は田んぼに水を入れず、土をひ

び割れ状態にします。これは雑菌の繁殖を抑える

効果があり、健康な根が生長しやすいようにして

元気な根をはらせるためだそうです。梅干しの天

日干しもこの時期です。   

土用の期間は、土を司る土公神（どくじん）という

神様が支配するといわれ、土を動かしてはいけな

いとされてきました。今でも、家などを建築する

際、土を掘り起こしたりする基礎工事などは土用

の期間をはずす方が多いようです。土用は季節の

変わり目ですから、農作業で体調を崩さないよう

にとの戒めもあると思われます。   

土用の期間中土を掘り起こしてはいけないとな

ると、いろいろと支障が出てきます。しかし、土

公神が天上に行き、地上にいなくなる「間日（まび）」

が設けられているので、この日は作業をしてもい

いとされています。 

冬土用の間日：寅・卯・巳の日 

春土用の間日：巳・午・酉の日 

夏土用の間日：卯・辰・申の日 

秋土用の間日：未・酉・亥の日  

このような言い伝えは、先人たちのありがたい

アドバイスともいえると思います。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日は初代よねやま親善

大使の尤銘煌（ユウ・ミン・

ホァン）さんにお越しいた

だいています。後程ご挨

拶していただきます。 

2. 本日例会終了後、臨時理

事会を開催いたします。前年度の決算及び今年

度の予算に関しての理事会です。役員、理事、

委員長の方は出席願います。 

3. 明 25 日、米山奨学委員会により米山奨学生の

ボルドバートル・ハンドさんをお招きし、尾張

津島天王祭を見学していただきます。 

4. 本日 13：30 より津島東高校インターアクトク

ラブの第 8回例会が、学校の 2中教室にて開催

されます。時間的に非常にタイトではあります

が、メークアップ対象ですのでご案内いたしま

す。 

5. 本日、8 月 17 日（月）のガバナー公式訪問例

会の案内を配布いたしました。盆休み明けのお

忙しい中とは存じますが、出席の程宜しくお願

い致します。 

 
ニコボックス報告 第 3024回分 

岡本康義ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①初代よ

ねやま親善大使・米山学友の

尤銘煌さんをお迎えして。②

昨夜の歓迎会、ご苦労様でし

た。 

高木輝和君、加藤則之君、鶴

見治貞君、佐藤敬治君、浅井彦治君、山田勝弘

君、幅辰雄君、伊藤哲朗君 尤銘煌さんをお迎

えして。 

加藤隆朗君 昨日、ミタニビルでの歓迎会後、

よねやま親善大使・于咏さんと 2 軒飲みに行っ

てきました。 

服部則仁君 今日、ロータリーで卓話させてい

ただきます。ありがとうございます。 

浅井賢次君 ①津島天王祭、天候に恵まれ盛大

に行われることをお祈りします。②服部則仁君、

初めての卓話ご苦労様、よろしくお願いします。

③写真が載り、45 年出席表彰をしていただき、

ありがとうございました。 

伊藤祥文君 天王祭はおかげ様で台風も遠く

離れ、安心です。また、25、26 日天皇皇后両陛

下来県につき、津島神社にもお供え料がありま

す。 

吉田康裕君 尾張津島天王祭、今年は今車、当

番車として頑張ります。 

服部貴君 孫が尾張津島天王祭の稚児に出ま

す。 

生田達一君 尾張津島天王祭中継を今年も行

います。一宮、稲沢、犬山のケーブル局も同時

に放送します。ご期待ください。関係者の皆様

よろしくお願いします。 

本日は鰻丼です。 
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相羽あつ子君 明日は天王祭です。お天気に恵

まれてよかったです。暑さ対策もして元気に乗

り切ってください。 

坂井裕君、伊藤哲朗君 津島祭の成功を祈ります。 

宇佐美三郎君 明日は天気が良いようで安心

しています。 

伊藤幸蔵君 「つしままつり」…だけでええわ。 

篠田廣君 ゴルフ例会で優勝しました。 

横井知代君 7 月 26 日・日曜日に天皇皇后両陛

下が名古屋にいらっしゃいます。大村知事夫妻

と一緒に名古屋観光ホテルにてお出迎えいた

します。想像以上の規制と規約で非常に驚きま

した。 

滝川林一君 病後の報告①立山連峰雄山(おや

ま・3,003ｍ)、大汝山(おおなんじやま・3,015ｍ)

へ登りました。②篠田さん、坂井さんに迷惑を

かけて、ゴルフができました。 

寺田晏章君 長期出張より無事帰りました。出

張中は松崎先生には大変お世話になりました。 

佐藤雅彦君 7/31(金)から夏休みをいただきま

す。すいません。2回欠席させていただきます。 

松崎安孝君 ニコボックス人、最強メンバーで

すね。高木さんは、いつ休みになりますか？ 

浅井彦治君、八谷潤一君、児玉昭君、前田昭生

君、小林啓子君 ウィークリーに写真が載りま

して。 

長田一郎君、安江正博君、岡本康義君、松本浩

義君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：服部則仁君 

演  題：「皆様に育てていただきました。 

ありがとうございました」 

 

 今日、津島ＲＣの一員と

してここに立てるのは皆

様のお蔭です。ありがとう

ございます。 

物心ついたころには、天

王通り 6 丁目の毛工ビル 1

階で写真屋をやっている

お袋を覚えています。浅井薬局さんと、マルビシ

洋品店さんご一家の皆さんに大変お世話になりま

した。 

25 歳のとき、親父の会社に入りました。1 年間

に 1,300 社の皆さんにお世話になりました。毛織

関係の皆様には特に可愛がっていただきました。

ありがとうございました。 

29 歳のとき青年会議所に誘っていただきまし

た。佐藤敬治さんが理事長で、山忠さんや鈴木吉

男さんに鍛えていただきました。伊藤哲朗さんや、

文郎さんのご縁で、愛知ブロックの事務局をさせ

ていただき、それ以後は日本青年会議所の政策系

の会議、委員会に出向しました。 

阪神淡路大震災のときは、ＮＰＯ法の成立に向

けて活動し、卒業後は「まちづくり市民財団」の

運営をさせていただきました。この間に伊藤幸蔵

さんと一緒に「イチゴジャム(月刊誌)」を発刊し

たり、産業フェスタに取り組んだりしました。た

くさんの人に助けていただきました。ありがとう

ございました。 

商工会議所青年部の会長のときは、山本君が東

海ブロックの代表として、大変頑張っておられま

した。猪飼君は法人会青年部のトップをつとめら

れました。この世代はこんな形でいろいろとまち

づくりや社会貢献に活躍することがでました。 

今、青年会議所の状況等を見てみると、まちづ

くりに取り組む若い人材が減ってきたのではない

かと思います。人材の育成には 20年ほどかかりま

す。この地域で頑張ってくれる人が少しでも増え

ていくといいなと思っています。 

私自身は、お墓のある桑名市で市民活動に取り

組む人たちの応援をしています。これらの人たち

と、この地域の人たちが連携して、おもしろい人

たちがたくさん出てくるような取り組みができる

といいと思っています。 

また、“コミュニティＦＭななみ”のパーソナリ

ティをさせてもらっています。ここでも地域の人

材を紹介していきたいと思っています。 

それもこれも、今ここにおられる皆さんのおか

げだと、心から思っています。ありがとうござい

ます。 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幸蔵副会長 

通算 5年 100％出席表彰の 

生田達一君 

尤銘煌さん 

 三谷さん、会長就任お

めでとうございます。

お祝い事に演奏され

る口琴を演奏します。

日本(アイヌ)、台湾、

モンゴル、ロシア、ベ

トナムの 5種類です。 

 

 ♪ べよよ～ん 
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次回例会 

第 3026 回 ’15 年 8 月 7 日（金） 

≪会員増強月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 吉田康裕君 

講  師：地区会員増強委員長 

光岡新吾君（豊田ＲＣ） 

演  題：「会員増強月間によせて」 

お知らせ 

■休会 

 8月 14日（金）お盆休み 

 

■ガバナー公式訪問例会 

 と き：8月 17日（月） 

 ところ：名鉄グランドホテル 11Ｆ 

 ホスト：あまロータリークラブ 

 

■第 9回ＩＡＣ例会 

と き：8月 21日（金）(時間未定) 

ところ：津島東高校（2中教室） 

 

 
米山奨学委員会 

稲垣宏高米山奨学委員長 

【米山学友・奨学生歓迎会】 

7月 23日(木)、「プライベートダイニング点（ト

モル）」にて、米山学友（’03～04）で初代よねやま

親善大使をつとめた尤銘煌さんと、第 2 代親善大

使于咏さん、奨学生のボルドバートル・ハンドさ

んをお迎えして歓迎会を開催しました。会員は 15

名が出席、とても楽しく親睦を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハンドさんと尾張津島天王祭】 

 7 月 25 日(土)は快晴

に恵まれ、暑いながら

風もなく、巻藁舟の提

灯が消えたり揺れたり

もせず、池にくっきり

と美しい姿を映すほど

素晴らしいお祭になり

ました。津島市国際交

流協会のご協力で桟敷

を間借りし、ボルドバ

ートル・ハンドさんと

友人の麒桃さん(中国

出身)をお招きして、会

員と一緒に楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌日の朝祭では、大変

暑い中こんな人も歩いて

いました。また、過日の

「天王子ども塾」で予告

したように、小学生達の

野外での学習も、班に分

かれて行われていました。 

 

 
8月のメニュー 

 

 

 

 

  
8月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 7日(金） カレーライス 
8月 17日(月)  （名鉄グランドホテル） 
8月 28日(金) 天丼とお刺身 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋名駅 RC 8/5 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

一宮北 RC 8/7 金 一宮商工会議所 

尾西 RC 8/10 月 尾西信用金庫本店 

名古屋栄 RC 8/10 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋城北 RC 8/18 火 栄東急 REIホテル 

尾張中央 RC 8/19 水 名鉄グランドホテル 

名古屋大須 RC 8/20 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 8/20 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋昭和 RC 8/24 月 名古屋東急ホテル 

名古屋名駅 RC 8/26 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋大須 RC 8/27 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 8/27 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 
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例会変更 

8月21日(金) 


