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本日の行事予定 (2015 年 9 月 25 日) 

第 3031 回例会 

卓話担当：長田一郎君 

演  題：「ピンチはチャンス」 

 
先回の記録（例会） 

第 3030 回 ’15 年 9 月 11 日（金）晴れ 

卓話担当：松本浩義君 

演  題：「私の一生」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 山田章博君 

会 員 総 数 67名    8月 17日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率  74.63％  訂 正出席 率  96.92％ 
超 過 出 席 滝川林一君、服部貴君、鈴木吉男
君、山本達彦君、浅井彦治君、山田章博君、三谷
栄一君、加藤泰一郎君、寺島淳一君(第 9回ＩＡＣ
例会）、服部貴君、山田章博君、加藤泰一郎君、
三谷栄一君、滝川林一君（青少年交換学生マライ
ア迎え） 
 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

6 日に開催されましたロ

ータリー財団地区補助金事

業「津島の祭検定試験」、

そして能楽の藤田流家元の

藤田六郎兵衛氏によります、

笛の演奏と講演を無事終え

ることができました。社会

奉仕委員会、青少年奉仕委員会の委員をはじめメ

ンバーの皆さん、特に田中君には大変お世話にな

りました。ありがとうございました。また、米山

奨学生ハンドさんの検定試験受験、藤田六郎兵衛

氏の講演会の記事が 2 日間にわたって、中日新聞

に掲載され、ロータリー活動をＰＲすることがで

きました。加藤広報委員長ありがとうございまし

た。 

本日の挨拶ですが、「コンビニのおでん」を紹

介したいと思います。 

夏から秋へ向かっている季節なのに、今コンビ

ニではおでんが売られています。まだ暑いこの時

期に、誰がおでんを食べるのだろうと不思議に思

われるかもしれません。ところが、コンビニでお

でんが売れるのは、冬の寒い時期ではなく、「体

感気温」が一番下がる 9月から 10月の秋口なので

す。「体感気温」とは、前日までとの気温差によ

って肌で感じる寒さ・暑さのこと。たとえば、毎

日 30度以上の夏日が続いたあとに、急に秋風が吹

き 25度くらいになると、人は肌寒く感じ、これま

でとは違う温かいものが恋しくなります。同じ 25

度でも、前日まで 20度の涼しい日が続いたあとの

25度とは、不思議なことに全く感じ方が違います。

これが「体感気温」なのです。 

しかし、それだけでアツアツのおでんを買うと

いうことまで嗜好が進むわけではありません。コ

ンビニ各社は、その時期に合わせて「おでんセー

ル」を実施しています。皆さんも一度は「おでん

70円均一セール実施中」といったＰＯＰを見たこ

とがあると思います。9月から 11月の 3ヵ月間頻

繁に行われるおでんセールが、販売数を押し上げ、

年間ピークがこの時期になるのです。 

 一般的におでん屋さんでは、鍋の中のだしは常

に温められ、下ゆでした大根、ゆで卵などを加え

ていきます。鍋に入れたばかりの具材はすぐに食

べてもだしの味が染みていません。しかし、コン

ビニのおでんの具材は、事前に味がつけられてい

ます。大根は下ゆでされ、かつおだし、しょうゆ

などで調味されたものが店へ届きます。おでん屋

さんのように鍋の中で味を含ませているのではな

く、コンビニのおでんは味の付いたタネをだしで

温めているだけなのです。卵は専用の工場があり、

卵をゆでてだし汁と一緒に包装し、袋ごと加熱処

理を行って味のついた状態でコンビニの店舗へ運

ばれてきます。事前に味をつけておく理由は、各

店舗の鍋で味付けをすると、煮込み時間の違いで

味が変わってしまうからなのです。同じ看板のコ
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ンビニで同じ味のおでんが楽しめるのは、あらか

じめ工場でタネに味を付けているからなのです。 

コンビニのチェーンによって多少管理は違いま

すが、コンビニのおでん鍋は 1 日 1 回以上、だし

はすべて捨てられ、鍋が洗われています。朝 7 時

前にコンビニへ行くと、おでんなべが片付けられ、

だしが捨てられて、鍋を洗っているところを見る

ことができます。老舗のおでん屋さんでは、だし

を捨てずに継ぎ足して使ったりしますが、コンビ

ニのおでんだしは毎日捨てられています。だしを

毎日交換しないと、煮詰まっただしの臭いが店中

にこもってしまいます。摂氏 60度以上で加熱し続

けているので、何日使用しても衛生的には問題な

いのですが、同じ味を毎日、どの店でも出すため

には、だしが煮詰まって味が変わってしまうこと

を避けるため、毎日捨てるのです。具材も同じで

す。大根は加熱し続けると煮崩れてしまいます。

コンビニでは 1 個あたりの単価が設定されている

ので、煮崩れたものを販売することはできません。

卵は長時間加熱してしまうと、卵白が硬くなって

しまいます。煮込んだ卵もおいしいものなのです

が、鍋に入れたばかりの卵とは味が異なってしま

うので、一定時間以上鍋で加熱した商品は廃棄す

ることになります。煮崩れていないタネと、煮詰

まっていないだしの味。そして、どこの店で買っ

ても同じ味のおでんを提供するため、コンビニで

は様々な工夫をしているようです。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日 18：00より、サ

ンガーデンボウリン

グにて交換留学生マ

ライアさんの歓迎会

を開催いたします。

参加申し込みしてい

ただいた方はよろしくお願い致します。 

2. 9月 14日（月）12：30より、名鉄グランドホ

テルにて第 1 回地区内職業奉仕委員長会議が

開催されます。猪飼委員長に出席していただ

きます。 

3. 9月 17日（木）14：30より、尾西信金本店に

て西尾張分区会長幹事会が開催されます。三

谷会長と幹事の山本が出席いたします。 

4. 9月 18日（金）16：00より、津島東高校にて

第 10 回インターアクトクラブ例会が開催さ

れます。メイクアップ対象の会合となります。

皆様のご出席をお待ちいたします。 

5. 前年度（2014－15）『ガバナー月信』最終号、

及び『ロータリーの友』9 月号を配布いたし

ました。 

6. 『ガバナー月信』9 月号を回覧いたします。

お目通し願います。 

7. 9月 23日（水）13：30より、地区青少年奉仕

会議がキャッスルプラザホテルにて開催され

ます。三谷会長、服部委員長、私幹事の山本

が出席いたします。 

8. 第 3 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタの案

内チラシを配布いたしました。1 人につき

2,000 円のチケットを購入しています。チケ

ットが届きましたら再度案内申し上げます。 

9. 次週 18 日は年間スケジュールにありますよ

うに休会です。次回例会は 25日となりますの

でご注意ください。また 18 日より 23 日まで

はゴールデンウィークならぬシルバーウィー

クということで事務局もお休みです。その間

の急用の場合は私までご連絡ください。 

10. 本日例会終了後、役員理事委員長会議を開催

いたします。該当者の方の出席をお願いしま

す。 

 
ニコボックス報告 第 3030回分 

加藤隆朗ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①「津

島の祭検定試験・講演会」、

お手伝いいただいた皆様あ

りがとうございました。皆

様「祭り検定」お疲れ様で

した。おかげをもちまして

無事終了いたしました。②

（三谷会長と）高木さんに

ごちそうになりました。お

寿司おいしかったです。 

松本浩義君 卓話で、「私の一生」を皆様にささ

げます。 

児玉昭君 ①今月の司会当番です。よろしくお願

いします。②ウィークリーに写真がのりました。 

滝川林一君 全日本交通安全協会長より交通栄誉

章「緑(りょく)十字銅章」を賜りました。 

寺島淳一君 河西先生とご主人様に母親がお世話

になりました。 

根崎健一君 加藤則之さん、お世話になりました。 

高木輝和君 浅井賢次さん、元気で必ず帰って来

てください。 

伊藤哲朗君 本日、イオン扶桑店 1Ｆに「ぐっす

り屋」というふとん屋さんをオープンしました。 

幅辰雄君 9月ゴルフ例会で優勝しました。 

水野憲雄君 体調は良くなりましたがゴルフが悪

くなりました。どちらも頑張ってよくなるように

努力します。 

安江正博君 ①坂井さん、ホールインワンおめで

とうございます。おくれてすいません。②久し振

りに例会に出席しました。 

篠田廣君 ①ＲＣゴルフ出られませんでした。皆

さんにご迷惑おかけしました。②留学生のマライ

アと楽しい毎日を過ごしています。 
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浅井賢次君、小林啓子君、相羽あつ子君 「津島

の祭検定試験と講演会」盛大に無事終わりご苦労

様です。 

山田勝弘君、服部貴君 「祭り検定」では皆様に

大変お世話になりました。 

吉田康裕君 「津島の祭検定」が盛大に開催され

良かったです。 

稲川明俊君 久し振りです。 

服部貴君、山田勝弘君、山田章博君 ウィークリ

ーに写真が載りました。 

伊藤幸蔵君 たったの 1,000 円ですいません。 

坂井裕君 なんとなく。 

ＭＴ君 ￥8 おつりがあまったので……。 

後藤務君、浅井彦治君、加藤則之君 早退三人組。 

佐藤雅彦君、生田達一君、中野義光君、河西あつ

子君、片岡鉄君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：松本浩義君 

演  題：「私の一生」 

 

この度は、皆さまの前でお

話をするという機会を与え

ていただき誠にありがとう

ございます。また、津島ＲＣ

に入会させて頂き 1 年が経

過いたしました。まずは、私

自身を理解して頂くのが一

番と思い『私の一生』という

演題にしました。 

まず初めに、私の一生として仕事についてです

が、現在、会社を三つ経営しています。 

一つは私の父が興した会社、太陽興産㈱と、6

年前に私が知り合いから会社ごと買いました静岡

県熱海市にある㈲ペルソナで、いずれの会社もパ

チンコ店を営業しております。三つ目は㈲太陽不

動産という会社、不動産業を営んでいます。 

私の父がパチンコ店を営業し始めたのは私が小

学校 3 年生 10 歳の時で、もうかれこれ遊技場を

43年も営業しています。そして、私が父の会社に

入ったのは 24 歳の時で、30 年近く遊技業に係わ

っている中で、9 月 2 日に初めて強盗に入られま

した。強盗被害に遭った店は、岐阜県海津市にあ

るお店です。 

2 日はテレビのＮＨＫニュース等でお昼から何

度か放送されました。(涙） 

犯行の様子を防犯ビデオが記録し

ていましたので、ご覧ください。 

 

犯行日時は、9月 2日(水）9時 45分の営業中～。

犯人は「金を出」と女性アルバイトに要求、店長

が犯人を撃退したので犯人は逃走し、被害として

店長が少々ケガを負いました。 

事件後が、大変でした。 

警察から現場検証させてとお願いされて、4 時

間営業停止状態、それと、防犯ビデオのデータを

ＵＳＢにダウンロードするといって 3 日間、事務

所に警察の方が出入りされ、

被害者の 2 名は何度も署に呼

び出され調書作成に協力して

落ち着いたのは 7日頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、8 日には犯人逮捕の連絡があり、犯人

は 25歳で海津出身の高木勇希でした。犯人が捕ま

って一安心ですが、今後まだまだ、警察から呼び

出しがありそうです。 

事件後の反省点ですが、防犯について閉店後が

危ないとの認識でしたが、営業中でも危ないと危

機感を持って日常業務を行うこと、それと、防犯

カメラは、店舗外、駐車場も録画して欲しいと警

察から要望がありました。 

私の仕事の話に戻ります。遊技業界には、概ね

7 年毎に遊戯機の規制がきます。その都度、経営

者は大変な状況に陥ります。何故か？ というと、

規制とは過激に射幸心を煽る機械のことです。そ

の機械が店に設置してあると全部撤去しなさい！ 

と警察から通達があるのです。そのたびに経営し

ている側は、代わりの機械を大量に購入して入れ

ることとなり、経営が大変になります。この不安

定な遊技業の家業を自分の子供達に継がせるのは、

無理だな！ と常々感じていました。 

家庭の話になりますが、結婚は平成元年 4 月に

しまして、長男は平成 2 年１月に生まれ、五条高

校から一浪して東京外語大学、昨年よりリクルー

トキャリアコンサルティングに勤めています。次

男は平成 4 年 6 月に生まれ、一宮高校から現役で

三重大医学部へ、現在何故かまだ三回生、長女は

平成 6 年 5 月に生まれ、一宮高校から現役で次男

と一緒の三重大学の看護科へ、現在三回生という

ことで、私の家族は 5 人家族です。 

長男が生まれた頃、妻と子供の将来について、

何度も話し合い、子供達には私の仕事は継がせな

いようにすると決めて、さて、どうするか？ まず

は子供の基礎学力を身につけさせる、という目標

を作りました。「基礎学力さえあれば、自分の好

きな道に進めるよ」と子供達に言い聞かせて、幼

少の頃は公文式で鍛え、中学のときは河合塾。妻

と子供たちは良く頑張ったと思います。 

店の周りに keep 

outのロープが… 店内の現場検証 
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その当時の夫婦の役割に『飴と鞭』がありまし

た。子供達に対して、妻はムチ役、私はアメ役で

した。因みにですが、子供達は中学校のクラブ活

動は柔道部でそれなりに活躍していました。 

最後になりますが、『私の一生』として、仕事

はこのまま続けて一生現役で頑張ることと、青年

会議所で出会った良き仲間、そして、ロータリー

クラブでの出会いを大切にしていきたいと思いま

す。まだまだ未

熟者ですが、よ

ろしくお願い致

します。 

以上で卓話を

終わらせていた

だきます。ご静

聴ありがとうご

ざいました。 

 
誕生日祝福（9月） 

伊藤祥文親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

山田章博君（ 1日） 

遠山孝義君（ 9日）  

後藤  亨君（21日）     河西あつ子君（24日）   

住田正幸君（29日）      服部  貴君（30日）  

 

夫人 

篠田  廣夫人(13日)   矢田  潔夫人(15日)  

寺島淳一夫人(20日)   長田一郎夫人(20日) 

宅見康悦夫人(30日) 

ご主人 

相羽あつ子君（14日）   小林啓子君（19日） 

 

結婚記念日祝福 

伊藤 基君（17日）     猪飼充利君（21日）  

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年奉仕委員会 

≪マライアさん歓迎会≫ 

服部貴委員長兼カウンセラー 

9月 11日（金）18：00より、第二サンガーデン

（ボウリング）にて、2015～16年度青少年交換学

生マライアさんの歓迎会を開催しました。ホスト

ファミリーの篠田家、成田家、中西家のご家族、

津島東高校ＩＡＣ顧問の吉田先生、担任の稲守先

生、生徒指導主任の前川先生、ＩＡＣ副顧問の園

田先生が参加してくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幸蔵副会長 

司会の児玉昭 

会場委員 山田章博君 

 ソングリーダー

は初めてです 

高木輝和委員長 

 みんな、どっさりニコ

やってちょーよ 

2013～14年度ニコボッ

クス委員長をつとめた

余郷利彦君 

服部貴青少年奉仕

委員長 

幅辰雄国際奉仕

委員長 

 マライアさん

歓迎会… 

 青少年奉仕は大

変だなぁ。＆ 

先週のゴルフ優

勝しました！ 

服部貴委員長 三谷栄一会長 伊藤幸蔵副会長

が乾杯の音頭！ 

津島東高校の先生方 
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青少年交換だより 

中西里緒さんの 8 月のマンスリーレポ

ート続きです。 

 

School:授業は犯罪科学、人間科学、体育、アメリ

カ史、文化の歴史、数学をとりました。本当は家

庭科とフランス語をとりたかったのですがスケジ

ュール上とることができませんでした…。 

授業は 42分×8限まであるのですが、授業の合

間の時間が 3 分しかないことに驚きです！ 3 分

での移動には最近やっと慣れてきました。大きな

学校なので端から端へ移動するときは小走りです。 

犯罪科学はプリントに事件の詳細や犯人候補の

人々の事情聴取などの様子が書いてあり、それを

ヒントに犯人を見つけるという授業をしています。

その中で犯罪科学について学ぶのでとても楽しく、

面白く頭を使う授業です。今のところは犯罪科学

が一番気にいっています。 

人間科学は人の 11 のシステムについて学んで

います。面白く興味深い授業ですが、私だけ教科

書がない…。先生に聞いたら注文中とか。教科書

ないと宿題できない、専門単語が難しい！！！ 

体育はアメリカンフットボールです。アメリカ

ならではですね。 

アメリカ史と文化の歴史は正直さっぱりです。

自分の意見を書けということが授業の中でよくあ

るのですが、私の英語力では歴史についての意見

を書くのには何時間も必要です(笑)。でも先生が

すごくいい人で色々と助けてくれています！ 

友達は実際のところはいないですね。私のお世

話をしてくれる人は何人かいるのですが、友達と

はまだまだ言えないですね…。早く何でも話せる

友達が欲しい…! 

学校へはホストマザーかファザーが送って行っ

てくれます。帰りはお迎えの日もあれば、スクー

ルバスの日もあります。クラブはゴルフクラブに

入りました。私は今週から参加します。 

英語はまだまだダメダメで、聞き取りは簡単な

文と、自分が知っている単語があれば聞き取れま

すが、知らない単語があると頭の中がパニックに

なります。また、話すスピードが速いと全然わか

りません…。もっと単語力を向上させないといけ

ないなと実感しています。この話をホストファザ

ーにしたら、先週より今週のほうが英語上手くな

ってるよ、きっと来週になれば今週より成長でき

てるよ、人間積み重ねが大事とかっこよく励まし

てくれたので、この言葉を信じ頑張っていきます。 

毎週日曜日には教会に行っています。ホストマ

ザーがカトリックを信仰しているため、カトリッ

クの教会に行っています。ですが、私は中学、高

校でプロテスタントを習い、ミサを受けてきたの

で、本当はプロテスタントの教会に行きたいです。

慣れてきたらマザーに一度相談してみる予定です。 

ホストファミリー 篠田家のご家族 

ホストファミリー 成田家のご家族 

2013～14年度交換学生の成田浩規君のご家族です 

ホストファミリー 中西家のご家族 

滝川林一君の娘さん一家で、長女の中西里緒さん

が交換学生として現在アメリカ滞在中です 

会長夫人 

先生も 
篠田夫妻も 

伊藤哲朗君 

マライアも 
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次回例会 

第 3032 回 ’15 年 10 月 2 日（金） 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 稲垣宏高君 

講  師：2015学年度米山奨学生 

ボルドバートル・ハンドさん 

お知らせ 

■ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 

と き：10月 24日（土）、25日(日) 

10：00～17：00 

ところ：名古屋・栄 久屋大通公園 

 

■社会奉仕委員会のエコキャップ運動を 

 今年度も継続していますので、ご協力 

 くださいますようお願いします。 

アメリカに来てからの問題は夜しっかりと眠れ

ないことです。まだ一度もしっかりと眠れていま

せん。毎日夜中に何度か目が覚めたり怖い夢を見

たり…、全然疲れが取れません。これはどうした

らよいのでしょう…。解決策がわかりません！ 

それ以上の問題は、早々にパソコンと充電器を

壊したことです…..。ママとパパは「激おこ」で

した！ 充電器は今、日本から大至急取り寄せ中

です。パソコンはケースが割れましたが、中身に

異常はないので修理に出さないで使う予定です。

Windows10 に更新しようとふと夜寝る前に思い、

ベッドの上でパソコンをいじり、更新し終わった

ところで足元の隙間に置いて寝たら…、朝方見事

にけり落としました…！ しかも、充電器が刺さ

っているところから落ちていきました…。自分が

馬鹿だなと、もうあきれてます…、情けない…。

今は残りの電池と格闘しつつマンスリーレポート

を書いています。ですが、電池が残り 30パーセン

トしかないので今回はこのへんで終わりますね！ 

1 年問題をおこさないよう、パソコンをこれ以

上壊さないよう頑張っていきますので、よろしく

お願いします！ 日本語力のないマンスリーレポ

ートですみません！ 英語もダメ…日本語もダメ

… 私は宇宙人なのかも…？ 

 
10月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

バナー交換報告 

浅井賢次君が ROVANIEMI-OUNASVAARA ＲＣ（フ

ィンランド）の OSMO会長(写真・中)達と、9月 14

日(月)にバナー交換

をしました。今年度よ

り例会日が金曜日に

変更になったため出

席できませんでした

が、特別にホテルまで

会いに来てください

ましたので、

持参した津

島ＲＣのバ

ナーと交換

しました。 

念願のオ

ーロラも、満天の星々を背景にバッチリ見ること

ができました。 

 
地区青少年奉仕会議 

 9月23日(水)に地

区青少年奉仕会議

が開催され、三谷会

長、山本幹事、服部

青少年奉仕委員長

がマライアさんと

共に出席しました。 

 

10月のメニュー 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋大須 RC 10/1 木 名古屋東急ホテル 

名古屋東 RC 10/5 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮北 RC 10/9 金 一宮商工会議所 

春日井 RC 10/9 金 ホテルプラザ勝川 

一宮中央 RC 10/14 水 一宮商工会議所(夜） 

名古屋東南 RC 10/14 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋大須 RC 10/15 木 名古屋東急ホテル 

尾西 RC 10/19 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 10/20 火 栄東急 REIホテル 

名古屋名南 RC 10/20 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

尾張中央 RC 10/21 水 名鉄グランドホテル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 10/21 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

稲沢 RC 10/21 水 林商事ビル 

名古屋守山 RC 10/21 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋丸の内 RC 10/22 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋北 RC 10/23 金 名古屋東急ホテル 

名古屋みなと RC 10/23 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

尾西 RC 10/26 月 尾西信用金庫本店 

名古屋空港 RC 10/26 月 キャッスルプラザ 

名古屋城北 RC 10/27 火 栄東急 REIホテル 

名古屋守山 RC 10/28 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮 RC 10/29 木 一宮商工会議所 

名古屋みなと RC 10/30 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

10月  2日(金） カレーライス 
10月  9日(金） ちらし寿司  
10月 16日(金)  フライ定食   
10月 23日(金) 上鰻丼 


