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本日の行事予定 (2016 年 6 月 17 日) 

第 3064 回例会 

≪クラブアッセンブリ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3063 回 ’16 年 6 月 10 日（金）晴れ 

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」 

ストレッチ体操 杦田勝彦君 
ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 
ソングリーダー 加藤則之君 
会 員 総 数  66名    5月 22日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    40名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員    25名 
本日の出席率  84.85％  訂 正出席 率  94.44％ 
超 過 報 告 浅井賢次君、三谷栄一君、水野憲

雄君、田中正明君、山田勝弘君（職業奉仕・社会奉

仕合同委員会）、浅井彦治君、服部貴君(第 15 回
津島東高校ＩＡＣ例会)、浅井彦治君、田中正明君、
飯村理君、山田勝弘君、猪飼充利君、寺島淳一君
（第 4回次年度役員・理事・委員長会議） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日の卓話担当は堀田

親睦活動委員長で「スー

パーカー伝説」です。よ

ろしくお願いします。ス

ーパーカーといえば週刊

少年ジャンプに連載され

た『サーキットの狼』を

思い出します。愛車ロー

タス・ヨーロッパを駆(か)る主人公の風吹裕矢が、

一匹狼の走り屋から始まり公道やサーキットを舞

台にライバル達との競争を繰り広げ、プロレーサ

ーへと成長していく物語で、ライバルとしてポル

シェやフェラーリ、ランボルギーニ、マセラティ、

日産・フェアレディＺ、シボレー・コルベット、

トヨタ・2000GTなど、世界中の著名なスポーツカ

ーが多数、劇中に登場。いわゆるスーパーカーブ

ームの火付け役となった漫画でありました。 

本日の挨拶は、梅雨についてお話をしたいと思

います。梅雨は、アジア季節風の発達する地帯に

現れる 5～7月の雨の多い時期を指します。梅雨の

由来は、ちょうど梅の実が熟すころ降る雨、つま

り「梅雨（ばいう）」というところからつけられた

といわれています。また、この時期はカビが生え

て、色々なものが悪くなる時期ということで「黴

（かび）」の字を当てて「黴雨（ばいう）」と呼ばれ、

これが同じ音の「梅雨」に転じたという説、この

時期は「毎」日のように雨が降るから「梅」とい

う字が当てられたという説があります。「つゆ」

とよむ理由も「露」にかけたもの、梅が熟し潰れ

ることから「潰ゆ」にかけたものなど様々ないわ

れがあります。梅雨は雨が多くじめじめとしてい

ますので、嫌うひとが少なくないですが、その嫌

われ者の梅雨も、米や野菜作りにとっては「恵の

雨」です。空梅雨だとその年の豊作は望めないこ

とが多いですので、私たちの食生活にも影響され

ます。 

梅雨の由来ともなります梅ですが、梅と言えば

「梅干し」を連想される方が多いと思います。梅

は一般的に生食はせず、古くは奈良時代から菓子

に加工して食べられていましたが、平安時代の中

期には梅干しの原型とも言える「梅の塩漬け」が

作られていたそうです。鎌倉時代には「梅干し」

として広く広まり、戦国時代には保存食としてだ

けではなく、傷の消毒や戦場での食中毒、伝染病

の予防になくてはならないものとなりました。江

戸時代までは高貴な人々の薬として食されていま

した。一般庶民に食べられるようになったのは江

戸時代以降で、そのころにはコレラなど伝染病の

薬として大切にされていました。その梅干しには

別名「難逃れ」という名前があります。梅干しに

は多く含まれるクエン酸が大事な役割を果たして

いるとのことです。クエン酸には殺菌効果が高く、

腐敗菌の増殖を抑える効果があります。次に疲労

回復効果があり、それは梅干しのクエン酸はエネ
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ルギーの代謝を活発にさせ、効率よくエネルギー

にしてくれます。効率がよいため、食べたものが

中性脂肪として身体の中に残りにくくなります。

梅干しは血液をアルカリ性に保つ効果があります。

肉類等の酸性食品を取り過ぎると健康のバランス

が崩れてしまいます。バランスが崩れると血の巡

りが悪くなり、肌荒れを起こしたり、シミやシワ

が多くなる原因となります。また、梅干しはアル

カリ性であるため、身体の中の酸を中和させる働

きがあります。血液をさらさらにする働きがあり、

血行がよくなることで、肌のハリも出てきます。

こうして肝臓等の器官を正常に保つことは、美肌

効果が期待でき老化防止にもなるのです。また、

梅干しは酸っぱいイメージがありますが、実はこ

れが身体には効果的で、酸っぱさが舌に伝わると

消化器液が分泌され、胃や腸が活発に動くように

なります。さらに、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)に

も効果的で、梅干しに含まれているクエン酸とカ

ルシウムが結びつくと、通常よりも身体に吸収さ

れやすくなり、カルシウムが骨から溶け出るのを

防ぐ働きがあり、身体にとっては万能薬のような

ものです。梅干しは塩分が高いものであり、食べ

過ぎには注意してください。最近は減塩の梅干し

などが売られており、安心して食べることができ

ますが、どんなものにしても食べ過ぎるというこ

とは身体によくないものです。よく鰻と梅干しは

一緒に食べてはいけないと言われています。これ

は、鰻の脂と梅干しの酸味が刺激し合って消化不

良を起こすと考えられています。ですが、実際の

ところは酸味が脂の消化を助けるため、一緒に食

べても大丈夫です。夏本番を前に、クエン酸が豊

富に含まれる身近な食品の梅干しを食べて体調を

整えてください。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 6 月 16 日(木)、地区ロ

ータリー研究会が名古

屋国際ホテルにて行わ

れます。佐藤敬治会長ノ

ミニー、伊藤誠次年度職

業奉仕委員長に出席し

ていただきます。 

2. 次週 6月 17日はクラブアッセンブリです。委

員長の方々はご準備よろしくお願い致します。

なお、原稿は 20日(月)までに事務局へご提出

願います。 

3. 次週 6月 17日 16時から津島東高校にてイン

ターアクトクラブ例会が開催されます。メー

クアップ対象事業です。その後ＦＭななみの

取材があります。服部青少年奉仕委員長に対

応していただきます。 

4. 本日新入会員の中村陽介君の入会式が行われ

ます。 

5. 例会終了後ロータリー情報委員会により中村

君に入会オリエンテーションが行われます。 

6. 山田公男氏の入会が理事会にて了承されまし

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。 

7. 本日 18 時から「さかなや道場津島店」にて

歴代幹事会が行われます。関係の方はよろし

くお願いします。 

8. ウール会館の駐車場につきまして、5 月から

ミノヤランチさんが駐車料金を払って使用し

ていますので、ご協力をお願いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3063回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①中

村陽介さんの入会を祝して。

②堀田力男親睦活動委員長、 

本日の卓話よろしくお願い

します。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、

浅井賢次君、飯村理君、猪

飼充利君、生田達一君、稲

川明俊君、伊藤雅昭君、伊

藤基君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、宇佐美三郎君、

大河内勝彦君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、加藤則之

君、加藤泰一郎君、加藤隆朗君、小林啓子君、児

玉昭君、後藤亨君、後藤務君、坂井裕君、佐藤敬

治君、篠田廣君、住田正幸君、杦田勝彦君、高木

輝和君、滝川林一君、宅見康悦君、田中正明君、

寺島淳一君、遠山孝義君、長田一郎君、中野義光

君、根崎健一君、野々山勝也君、幅辰雄君、服部

貴君、服部則仁君、堀田力男君、前田昭生君、松

本浩義君、山田勝弘君、余郷利彦君、横井知代君、

吉田康裕君 三菱東京 UFJ銀行津島支店長中村陽

介さんの入会を祝して。 

堀田力男君 本日卓話をやらせていただきます。 

中村陽介君 本日よりお世話になります、中村陽

介です。ご指導の程よろしくお願い致します。 

浅井賢次君 ①先日三谷会長と高木さんにある所

でお会いし、半田へ嫁いだ次女が懐かしんでおり

ました。②高木ニコボックス委員長始め委員の皆

様、最終ラウンド、目標達成ご苦労様でした。 

高木輝和君 長らくお世話になりました。今週で

食事処東照庵が閉店になります。 

篠田廣君 高木さん、お世話になりました。 

宇佐美三郎君 ＦＭななみにてインタビューをし

てきました。 

加藤泰一郎君、寺島淳一君 高木さん関所やぶり

できませんでした。箱根の山と一緒かな!? 

服部則仁君 古巣が名前を変えて新装ＯＰＥＮし

ました。やっと肩の荷が下りたような気がしてい

ます。ありがとうございました。 

山田章博君 電気工事で渋滞させてごめんなさい。 
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卓 話 

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」 

 

1年間親睦活動委員会の

委員長をやらせていただ

きありがとうございまし

た。今回 2 回目でしたが、

この委員会というのは非

常にやりがいを感じます

し、委員会メンバーもまと

まるおすすめの委員会で

すので、上から委員長依頼

の話があったら是非引き

受けてもらいたいと思います。 

卓話ですが、過去 2 回ほど経大亭勝笑さんとい

う方を呼んで漫談をしてもらいました。今回、実

は一宮在住のものまね芸人と知り合えたので、そ

の人を呼んで楽しんでもらうつもりだったのです

が、ゴールデンウィーク明けの頃に「こころの風

邪をひきました」と断りのメールがきてしまいま

したので、時期的におもしろい芸人が間にあわな

く今回は僕の話とＤＶＤ鑑賞でよろしくお願いい

たします。題名は「スーパーカー伝説」でござい

ます。 

入会間もない時期に卓話で車の話をさせていた

だきましたが、僕は気がついたころからからずっ

と車が好きで今に至っております。1970年代イタ

リア、ドイツ、イギリスなどヨーロッパの自動車

メーカーが貴族とか、石油王などの大富豪相手に

スーパースポーツカーを製造し販売しました。日

本にもそういったスーパースポーツカーが輸入さ

れてきまして、日本の子供たちの間で大きなセン

セーションを起こしました。僕もそのかっこよさ

にとにかく感動しまして、そんな頃は出来のいい

美しいミニカーを見つけたら、親に借金をしてミ

ニカーを買っておりました。それを眺めては妄想

にふける少年時代でした。 

その心を持ったまま僕は大人になってしまいま

した。ですので僕のなかでは車はいつまでたって

も原寸大、一分の一ミニカーです。性能がどうと

か限定がどうとかあまり興味がなく、購入する車

も眺めてぐっとくる車か、あとはリーズナブルで

だだくさに使っても壊れない足車です。足車とス

ーパーカー、最低でも 2 台持ちという生活を 20

代の頃から続けております。現在はなかなか買っ

た車が手放せないこともあり、足車あわせて 5 台

持ちです。 

今日はスーパーカーブームの火付けになったイ

タリアランボルギーニ社の傑作「ミウラ」、同じ

くイタリアのフェラーリ社の傑作「ディノ」、現

在海外オークションでも非常に評価の高いこの 2

台をＤＶＤで紹介させていただきます。 

①フェラーリディノ 

ディノ・206/246（Dino 

206/246 ）は、イタリア

の自動車メーカーであ

るフェラーリが製造し

た初のミッドシップ 2

座席スポーツカー。今日

ではしばしば「フェラーリ・ディノ」と呼ばれ、

フェラーリのエンブレムを付けている車も多いが、

本来別ブランド。フェラーリ唯一のＶ型 6 気筒エ

ンジン搭載市販車であり、現代Ｖ8 フェラーリの

始祖的存在。 

Ｖ型 6気筒 DOHC 2.4 リッター 

最高速度：245km/h  

72年当時の新車価格：900万円 

 

②ランボルギーニ ミウラ 

ランボルギーニの往年の

ライバルであるフェラーリ

に、対抗するため 1966年に

誕生。当時、人気を博して

いた流線形のボディで、現代でも古さを感じさせ

ることのないランボルギーニの中でも特に人気の

車種。 

巨大なエンジンを、横置きでミッドシップ搭載し

た車は当時では前例がなく、発表と共に世間を賑

わせた車種。 

Ｖ型 12気筒の 3.9リッター 

最高速度：278㎞/h 

72年当時の新車価格：1,300万円 

 
新入会員入会式 

【プロフィール】 

氏  名：中村陽介 
(なかむら ようすけ) 

事 業 所：㈱三菱東京ＵＦＪ 

  銀行津島支店 

職業分類：普通銀行 

役  職：支店長 

生年月日：1967(昭和 42)年 

6月 10日 

住  所：名古屋市千種区新池町 1-8-4 

クラウド東山公園 313号 

家族構成：妻･千佳子、

長女･友奏、

長男・勇斗、

次女・美琴 

趣  味：音楽鑑賞 

推 薦 者：三谷栄一、 

山本達彦  

 
 

 

 



     

 

- 4 - 

第 3064 回例会                                                               

次回例会 

 第 3065 回 ’16 年 6 月 24 日（金） 

≪納 会≫ 

 

お知らせ 
■ニコボックス・広報合同委員会 
 と き：6月 20日（月）18：00 
 ところ：さかなや道場津島店 
 
■今年度・次年度役員・理事・委員長会議 
 と き：6月 22日（水）18：00 
 ところ：魚しま 
 
■今年度役員・理事・委員長打上げ 
 と き：6月 24日（金）18：00 
 ところ：竜むら 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
遠隔地出席報告 

6 月 7 日(火)の夜、鈴木吉男君夫妻が友人とと

もに、イタリア(RI 第 2100 地区)のナポリＲＣ例

会に出席しました。第一例会は夜 8 時半から行わ

れ、夫人も同伴することになっているそうです。

FELICI会長や LEONARD幹事等がサインしてくださ

ったアテンダンスカードと、2014年に発行された

ナポリＲＣ創立 90 周年記念誌をいただきました。

火山のある鹿児島ＲＣと姉妹締結をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月 16 日(木)、桑名ＣＣでの今年度

最後のゴルフ会は会長杯。16 人が参加

して競った結果は、山本達彦君と稲垣宏

高君が同じ 77でした。ルールに従い、6

歳年上の山本達彦君が優勝、会長杯獲得

となりました。おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月のラビンドラン RI 会長メッセージ 

この 12カ月間を振り返ると、日々の一つひとつ

の情景が、万華鏡のように思い返されます。RI会

長としての経験は、語りつくせない壮大な任務で、

光輝燦然たる火柱となって私の記憶に留まってい

ます。幾千の場面がその記憶や感情とともに頭の

中をめぐり、一つの大きなモザイク画となります。

そのモザイク画の一片一片は、皆さんによって実

現された素晴らしい活動の数々です。本年度も終

わりに近づき、この素晴らしい団体の一員として

さらに大きな誇りを感じています。ロータリーは、

世界をより豊かにし、絶望を希望に変え、不運の

人びとに上昇への道を示す、多くの人への贈りも

の。そして私たちは、ロータリーを通じて、「世

界へのプレゼント」になるのです。 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

カード 

記念誌 

伊藤幸蔵副会長 

山田章博親睦活動

副委員長 
ストレッチ体操 

加藤則之君 

吉田康裕会員増強

委員長 

今年度初の 

ソングリーダー 

杦田勝彦君 

 新入会員・中村陽

介さんのご紹介

を、三谷会長より

お願いします。 

↑ 例会場は、 

ロイヤルホテル 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 山本達彦 45 42 87 10 77 

2 位 稲垣宏高 40 51 91 14 77 

3 位 篠田 廣 38 42 80 2 78 

 


