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本日の行事予定 (2016 年 6 月 3 日) 

第 3062 回例会 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：「少年ケニヤ」 

 
先回の記録（例会） 

第 3061 回 ’16 年 5 月 27 日（金）晴れ 

卓話担当：寺島淳一君 

講  師：愛西市観光協会理事 若山聡氏 

演   題：「津島の街道」 

ストレッチ体操 中野義光君 
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 松崎安孝君 
会 員 総 数  66名    4月 22日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率  81.82％  訂 正出席 率  98.44％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、幅辰雄君、稲垣宏高
君、児玉昭君、水野憲雄君、坂井裕君、高木輝和
君、滝川林一君、矢田潔君（津島・あまＲＣ合同
ゴルフ） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

先週の日曜日の家族会に

53名参加していただき、堀田

親睦活動委員長を始め委員の

皆さんのお陰で、楽しい家族

会を過ごすことができました。

ありがとうございました。 

 皆さんは 1 日にどのくらい

水分を摂っていますか？ 喉が渇くのは体内が水

不足になっているサインといえますが、それほど

カラダを動かさず汗をかいていなくても、皮膚や

呼吸から水分が排出されていることはご存じだと

思います。健康を維持するためにも、1 日の中で

こまめに水を飲むことがポイントです。適正な水

分補給を習慣にして、健康で潤ったカラダをつく

ってください。新生児は約 80％、幼児は約 70％、

成人は約 60～65％、老人は約 50～55％と、人間の

体の大部分は水で構成されています。体内の水は

常に代謝を繰り返し、体外へ排出したり、体内に

摂り込んだりしながら、カラダの機能がよどまな

い大切な役割を担っていますが、「最近、疲れや

すい……」「ダルさが抜けにくい」というカラダ

の変調を感じたら、それはもしかすると体内の水

不足のサインかもしれないのです。水には、人間

のカラダをつくる大切な栄養素「ミネラル」が含

まれています。食べたものの消化を助けてくれる

だけでなく、腎臓を良好な状態に保ち、細胞を活

性化してくれる、美容と健康の万能薬なのです。

私たちは毎日の食事の中で、ごはんやみそ汁、パ

ンやスープ、サラダ、果物などの食物から「水分」

を摂り入れています。一方、体内からは尿と便(平

均 1300mL)、皮膚からの蒸発(平均 600mL)、呼吸（平

均 400mL）などで、知らず知らずのうちに一日に

約 2.3L以上の水を排出しています。そのため、食

事から補える平均水分量を差し引くと、1 日に望

ましい水の摂取量は約 1.5L。もちろんこれは平均

的数値なので、気温が上昇した日、汗をかいたと

き、運動をしたときなどのシーンに合わせて水分

摂取量を増やし、体内水分バランスをキープする

よう心がけください。 

1日に約 1.5Lの水を飲むには①起床 ②朝食 

③昼食 ④休憩タイムの午後 3 時頃 ⑤夕食の前

後 ⑥入浴の前後 ⑦就寝前……といった具合に

7つの水分補給タイムにコップ 1杯（200cc）の水

分を飲めば、1 日に摂るべき水分は容易に摂れて

しまいます。これから、気温が上昇する季節がや

ってきますので、食事中はもろちん 1 日の中で次

の行動に移るタイミングに、コップ 1 杯の水を飲

むよう心がけてみてはいかかでしょう。何より、

体内の水は、体温を調節するうえでも大切な役割

を担っているうえ、体内に溜まった老廃物を効率

的に排出してくれる機能も兼ね備えるため、水と

上手に付き合うことが大切です。ペットボトルや

マイ水筒を持ち歩き、こまめに水分を補給しなが

ら疲れ知らずのカラダをつくってください。 
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また、おいしい水とは、温度、ミネラル、硬度、

二酸化炭素の四つの条件が関係します。井戸の水

をおいしいと感じるのは温度の影響があります。

一般的に水をおいしく感じる温度は、摂氏 10～15

度とされています。真夏に山の沢の水を飲むとお

いしく感じるのも温度の影響が大きいのです。水

道水でも冷やして飲むとおいしいものです。二つ

目は、ミネラルです。全くミネラルが含まれてい

ない純水、蒸留水を飲んで見ると、味わいが無く

おいしさを感じません。水をおいしく感じるため

には、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、

カリウムなどのミネラル分がある程度含まれてい

ることが大切です。三つ目は、硬度です。硬度と

は、カルシウムやマグネシウムなどの合計量によ

り測定されます。硬度が低い軟水のほうが癖が無

く、硬度が高くなると好き嫌いがはっきり分かれ

ます。四つ目は二酸化炭素です。夏の暑い日に、

ソーダ水を飲むとさわやかでおいしいものです。

ペリエなど自然に二酸化炭素が含まれているもの

もあります。 

この四つの条件が備わった水は、とてもおいし

いものです。最近ではスーパーの店頭に、「軟水」

「硬水」を問わず豊富なラインナップが揃えられ

ているので、お気に入りの「水」を探して、健康

増進に役立ててください。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日例会終了後、この場所

にて次年度会員増強委員会

が開催されます。関係者の

方の出席をお願いします。 

2. 5 月 31 日(火) 18 時より、

きときと名古屋店にてロー

タリー財団委員会反省会が開催されます。関係

者の方の出席をお願いします。 

3. 6 月のロータリーレートは 1 ドル=110 円です。 

4. 本日『The  Rotarian』の 6 月号を回覧いたし

ますので、ご覧ください。 

5. 当クラブの会員、佐藤雅彦君が転勤のため退会

され、代わって中村陽介氏の入会申請が本日持

ち回り理事会にて承認されました。この件に関

し異議のある方は 7日以内に書面にて私までお

申し出ください。 

6. 次週 6月 3日例会終了後、役員・理事・委員長

会議を開催いたします。該当の方の出席をお願

いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3061 回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事 

①卓話講師に愛西市観光協会理事の若山聡氏をお

迎えして。②寺島淳一君、本日の卓話よろしくお

願いします。③22日は日帰り家族例会にご参加い

ただきありがとうございました。 

三谷栄一会長、山本達彦幹事、

宅見康悦Ｓ.Ａ.Ａ. 家族会、皆

さんお世話になりました。 

寺島淳一君 ①本日卓話を担当

します。②卓話講師の若山聡様

をお迎えして。③鈴木吉男さん、

ありがとう。 

安江正博君 孫が生まれました。

4人目の女の子です。僕に似て可愛いです。 

余郷利彦君、伊藤祥文君、八谷潤一君、山田勝弘

君 卓話講師に愛西市観光協会理事の若山聡氏を

お迎えして。 

滝川林一君 昨夜、佐渡裕氏が振ったウィーンの

名門トーンキュンスラー管弦楽団の公演に行って

酔いしれてきました。特にピアノソリストのアリ

ス＝沙良・オットは goodでした。終演後佐渡裕と

握手もできました。 

長田一郎君 ①北海道帯広営業所を開設しました。

②ＣＳＲ特別講座の海野講師がミャンマーのマン

ダレー大学とヤダナポン大学の客員教授に就任す

ることになりました。 

飯村理君 家族会、お世話になりました。 

加藤泰一郎君 家族会には大変お世話になりまし

た。参加した孫達もよろこんでいました。ありが

とうございます。 

古川弘一君 お久しぶりです。 

余郷利彦君 浅井彦治君、後藤務君、安江正博君、 

津島神社責任役員就任おめでとうございます。 

宇佐美三郎君 松崎先生にお世話になっています。 

児玉昭君 小林先生にお世話になりました。 

相羽あつ子君 次年度会員増強委員会を本日例会

後おこないます。よろしくお願いします。 

小林啓子君、篠田廣君 家族会欠席しました。 

加藤則之君 家族会楽しく過ごしました。ありが

とうございました。 

野々山勝也君 楽しい家族会に参加し、たくさん

飲みました。 

浅井彦治君 5/19 半田ＲＣ小栗会長のお招きで、

マライアを連れて訪問して来ました。服部貴君ご

苦労様でした。 

田中正明君 律儀な高木さん、ありがとうござい

ました。 

加藤隆朗君 長田一郎さんに高級クラブで高級シ

ャンパンをごちそうになりました。ありがとうご

ざいました。 

伊藤雅昭君、鶴見治貞君 佐藤雅彦支店長、御栄

転おめでとうございます。 

浅井賢次君 ①会長始め委員の皆様、家族会楽し

く過ごさせていただきました。②社会奉仕、職業

奉仕委員会打上げ 1 年間ご活躍ご苦労様でした。

③余郷さん、お元気な姿を拝見しうれしく思いま

した。④写真が会報に載って。 
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高木輝和君 ①佐藤雅彦さんにお世話になりまし

た。②家族会親睦委員会にお世話になりました。 

伊藤幸蔵君 ①家族会お世話になりました。②佐

藤さんさようなら。 

住田正幸君 自動車の駐車場を借りました。 

山田勝弘君 家族会に家族が全員出席しました。

楽しい 1日でした。 

猪飼充利君 家族会を欠席して。 

伊藤祥文君、水野憲雄君、山田章博君、服部貴君、

鈴木吉男君、児玉昭君 ウィークリーに写真が載

りまして。 

吉田康裕君、中野義光君、稲川明俊君、杦田勝彦

君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：寺島淳一君 

講  師：愛西市観光協会理事 若山聡氏 

演   題：「津島の街道」 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007(平成 19)年、津島法人会様から『つしま街

道浪漫』という本を出版させていただきました。

思い起こせば、2001(平成 13）年に現在の「ＮＰＯ

法人まちづくり津島」の前身である「天王文化塾」

が発足しましたが、世の中ではこの年、東海道制

定四百年にあたり、現在に続く「街道観光」ブー

ムの幕開けでした。そして、「天王文化塾」が開

催した津島の街道調査、および、街道散策会の企

画に参加したことが、津島の街道観光、鈴木吉男

様や伊藤哲朗様との出合いでした。 

 その後、2005(平成 17)年に旧佐織町(現愛西市)

教育委員会の石田学芸員から、地元出身の偉人で

ある津田正生(つだまさなり)が、1833(天保 4)年、津

島神社から北アルプスの槍ヶ岳山頂まで歩いた実

績を紹介したいという話があり、実地調査して展

示会で発表しました。そして、その時の経験を元

に、また、それまで「天王文化塾」で津島の街道

を調査してきた結果を『つしま街道浪漫』として

紹介しました。この頃は街道が注目されていた時

代でもあり『つしま街道浪漫』は即完売しました。

実際に歩いた紀行内容を表現したことが好評だっ

たと思っています。ただ、十年一昔と言いますが、

新興住宅地建設など街道沿いの風景も、街道への

注目度も変わってきています。 

 さて、江戸時代の津島は、津島神社の門前町で

あり、木曽川支流の天王川にあった港町として栄

え、名古屋と津島を結ぶ街道は、津島上街道(高須

街道)と津島下街道(佐屋街道)がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

津島上街道は、古代の東海道に沿っていると考

えられ、甚目寺観音、蓮華寺、勝幡城跡など歴史

ある神社仏閣や名所が沿道にあります。また、津

島上街道に沿って名鉄津島線が敷設されたため、

街道が昔のまま残っています。 

 一方の津島下街道は、近代における道幅拡張や

周辺の土地改良により変貌しています。津島下街

道の特徴は、江戸幕府の道中奉行によって管理さ

れていたことで、現代で言えば、一級国道(道路法

改定により今は一級国道という定義はありませ

ん)に相当し、知名度も高く佐屋宿、神守宿などが

集落として残っています。（船酔いを避けたい人、

天候待ちできない人で賑わった。家光が船嫌い。 

徳川家康が大阪夏の陣に行く時に利用した道でも

あった）その後も街道観光は形を変えながら続い

ており、2014年、自治省の関係団体である一般財

団法人地方自治研究機構により「新日本歩く道紀

行 100 選シリーズ」、すなわち「ふるさとの道」

「歴史の道」「文化の道」など 10テーマで、それ

ぞれ 100 選を認定するという企画がありました。

この時、愛西市観光協会で“あいさいロード”を

ダメ元で応募したら、応募件数が少なかったせい

もあり認定されました。認定された 493 コースに

ついては「新日本歩く道紀行 100 選ＨＰ

(http://michi100sen.jp/）」に提示されています。 

 〝あいさいロード〟とは、愛西市内を南北に貫

く旧佐屋川と旧天王川堤防の上に続く道であり、

沿線には愛西市の木である槙の生垣が続き、一部

が津島市域に入っています。また、今回紹介した

津島上街道を含めました。なお、愛知県下では、

愛西市の〝あいさいロード（ふるさと）〟の他に、

一宮・犬山市の「木曽三川公園から犬山城へのみ

ち(文化)」、岩倉市他の「五条川の桜並木（水辺）」、

北名古屋市の「回想の道(文化)」、知立市の「宿

場散歩みち(文化)」、西尾市の「赤馬の径(歴史)」

「はず夢ウォーク(森)(水辺)」など 10コースが認

定されています。また、隣接する三重県や岐阜県

でも、桑名市の「輪中と水郷コース(歴史)」「桑

名城下町コース(水辺)」、いなべ市の「北勢線沿

線を歩くみち(ふるさと)」、養老町の「養老の滝

へ続く道(森)」など、地域の特性を生かした興味

深いコースが認定されています。 

 これら街道観光資源をより発展させるためには、

津島市と愛西市との連携が不可欠と思っておりま

す。 

 

津島上街道 

神守宿 

高須街道 津島上街道 

津島下街道 

津島神社 

勝幡 

神守宿 

佐屋街道 

http://michi100sen.jp/
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次回例会 

 第 3063 回 ’16 年 6 月 10 日（金） 

≪ロータリー親睦活動月間≫ 

卓話担当：親睦活動委員長 堀田力男君 

演  題：「スーパーカー伝説」 

お知らせ 

■6月 17日（金）の第 2064回例会は、 

 クラブアッセンブリです。各委員長は 

 事業報告の発表準備をお願いします。 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース(5 月 29日) 

 

第 107 回ロータリー国際大会は、多文化の非営利

団体リーダーの集まりとしては韓国最大級のもの

となりました。国連の潘基文事務総長が開会式に

出席し、「ロータリアンは素晴らしい活動を世界

中で行っています。皆さんの活動は、国連が目標

を達成し、世界からの理解を得る上で大きな力と

なっています」と語りかけました。 

70 年前に国連創設のための話し合いに参加した

アラン・アルバート元 RI会長について触れた潘氏

は、次のように言いました。「人知の擁護者であ

るアルバート元会長は、一人ひとりが平和の推進

力となるよう人びとに呼びかけました。このビジ

ョンを実現させるために、私たちは協力して活動

しています」 

2007年以来、国連のトップとしてその野心的な開

発アジェンダの指揮にあたってきた潘事務総長は、

ロータリーのリーダーシップと、人道的活動への

懸命な取り組みに感謝を述べました。特にポリオ

撲滅のための資金調達とアドボカシー活動におけ

るロータリーの貢献を強調しました。世界ポリオ

撲滅推進活動（GPEI）におけるユニセフの役割に

言及した事務総長は、「身体を麻痺させるこの病

気を撲滅するために力になれることを、国連は誇

りとしている」と述べました。「今後も闘いを続

けなければなりません。引き続き声を大きくして、

各国政府からの支援が必要であることを訴え、撲

滅キャンペーンへの認識向上をご支援ください」 

【ポール・ハリス
．．．．．．．

がサプライズ出演】 

ホログラムによるロータリー創始者ポール・ハリ

スも登場し、壇上で K.R.ラビンドラン RI 会長と

対面しました。ロータリーのこれまでの進展につ

いて、ラビンドラン会長がハリスに報告。その後、

ラビンドラン会長は、クラブ運営の柔軟性と自律

性を高める最近の規定審議会の決定に触れました。

「毎週の例会と食事という伝統的なロータリーの

モデルは、私たちが入会の対象とすべきあらゆる

年齢の職業人にとって、実行可能な選択肢ではな

いかもしれません。今回の審議会は、ロータリー

史上どの審議会よりも進歩的な変更を定款に加え、

これまでよりも野心的なレベルでロータリー運営

が行われていくよう未来に目を向けたのです」 

開会式で、ソウルＲＣの創立会長だった黄教安（フ

ァン・ギョアン）首相は、韓国におけるロータリーの

歴史とその存在について説明しました。「現在、

韓国のロータリーは会員数において世界で 4 番目、

Ｒ財団への 1 人あたりの寄付額は世界で最も高い

国の一つです。韓国は戦争の荒廃の上に建てられ

ました。不遇の時代からの立ち直りは奇跡と言わ

れましたが、ロータリーの皆さんならよくご存じ

でしょう。大勢が力を合わせれば、単独では成し

遂げられない共通の目標も達成できるのです」 

ウィクラマシンハ首相は、戦争で疲弊していたス

リランカで 20 年前にポリオが撲滅されたことに

触れ、政府とロータリーのような奉仕団体との協

力について話しました。「ロータリーは、すべて

の国のすべての地域社会が必要とするものをもた

らしてくれます」と述べた上で、ロータリーは「公

職に立候補しなくても、力を合わせて地域に変化

をもたらす方法」を人びとに与えることによって

政府の仕事を補っていると話しました。 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

【デジタル版ロータリー文庫のお知らせ】 

ロータリー文庫では、「デジタル化 3ケ年計画

（2014年度～）」に沿って、文献のデジタル化

（PDF 化）を進め、本や冊子、記事等含め、約

90,000 頁強の文献を PDF化しました。記事等は

そのまま掲載していますが、本や冊子は公開の

許諾を得られたものから随時掲載しています。

資料は、ホームページからご覧になれます。 

（http://www.rotary-bunko.gr.jp/index.htm） 

ロータリー文庫 事務局   

伊藤幸蔵副会長 

山田章博親睦

活動副委員長 

←指揮棒を持っ

てもピースサ

インでにっこ

り、松崎安孝君 

国連事務総長 潘基文氏が韓国で 

開催中のロータリー大会に出席 
 


