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本日の行事予定 (2016 年 11 月 11 日) 

第 3083 回例会 

≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：ロータリー財団委員長 飯村理君 

講  師：地区ロータリー財団・奨学基金・ 

平和フェローシップ委員会委員長 

長谷川龍伸君（名古屋丸の内ＲＣ） 

演  題：「ロータリー財団 100周年を迎えて」 

 
合併号 

先々回の記録 

第 3081 回 ’16 年 10 月 21 日（金）晴れ 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：元ＣＢＣ高山開発㈱ 常務取締役 

       佐藤英夫氏 

演  題：「新聞のコラムから」 

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  寺島淳一君 
会 員 総 数  67名    9月 23日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    24名 
本日出席会員  46名    MAKEUP会 員    11名 
本日の出席率 68.66％    訂正出席 率 96.43％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、伊藤幸蔵君、三谷栄
一君、鈴木吉男君、宅見康悦君、田中正明君、寺
島淳一君、山本達彦君（国際奉仕委員会）、浅井
彦治君、田中正明君(西尾張分区会長幹事懇談会) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

来週は私の年度の大きな

イベントの一つであります

台北滬尾ロータリークラブ

との姉妹締結更新調印のた

め台北滬尾ロータリークラ

ブを訪問する運びとなっています。 

近代の不幸な日本との歴史がある中、親日的な

友好関係を続けることができている台湾との間に

は、日本が投じた援助の内容も知る必要があると

思います。 

1886 年に公布された帝国大学令により帝国大

学は国内に 7校、外地に 2校の計 9校が設置され、

日本は 1920年に国際連盟の常任理事国となり、外

地同化政策により韓国ソウルの現在のソウル大学

になった京城帝国大学（けいじょうていこくだいがく）と、

現在の国立台湾大学の前身である台北帝国大学は、

大阪大学や名古屋大学よりも早く設立されていま

した。 

日本統治時代にもっとも台湾の人々に愛された

一人である八田與一（はったよいち）氏は、農業水利

事業に大きな貢献をした人物です。 

台湾南部の嘉南平野における地域の河川を利用

したダム建設を計画し、その事業は当時の総工費

5,400万円、1920 年から 1930 年の 10 年間、貯水

池烏山頭ダム建設工事の指揮を取ったことは有名

です。日本の国会で建設費の半額を国費で賄うこ

とになりました。 

本人の知名度は日本本土より高く、特に高齢者

を中心に尊敬され、命日の 5 月 8 日には慰霊祭が

今でも行われています。八田氏の銅像はその後国

家総動員法に基づく金属類回収令の施行時や、蒋

介石時代に日本建築等の破壊がなされた時も地元

の有志により守られ、昭和 56年 1月 1日に再びダ

ムを見下ろす元の場所に設置されたという話も有

名です。 

話は変わりますが、先日 10 月 9、10日に 49 回

日本薬剤師会学術大会が名古屋国際会議場で行わ

れました。大会は 10,000人規模の内容で、私も日

薬功労賞をいただくことができました。 

台湾の高雄市に 50 年の歴史を持つ薬剤師会が

あります。その間縁があって愛知県薬剤師会との

交流が続いておりました。高雄市薬剤師会会長始

め 5 名の薬剤師が、今大会が名古屋であることも

あり来日されました。津島ロータリーと台北滬尾

ロータリーのように、頻繁に交流をしてきたもの

ではありませんが、10年に 1回程度訪問があった

ように思います。 

大会の前日10月8日に愛知県薬剤師会の依頼を

受けて私の経営している薬局を訪問され、自宅の
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日本間でお抹茶と饅頭でくつろいでいただきまし

たが、リラックスされて大変好評でした。その日

は私も彼らと同行して、愛知県の薬局や在宅施設

等の視察に付き合い、翌日の学術大会にも参加い

ただきました。 

道中の会話では、台湾では高齢化が 12％で今後

問題になってくるだろうと考えているようです。

また歴史的になんでも日本を参考にしているそう

で、日本の高齢化対策を勉強したいとのことでし

た。今回の台北滬尾ＲＣ訪問のお話をしたところ、

高雄市にも来てほしいと誘われましたので 28 日

に行き、往復台湾の新幹線に乗って訪問しようと

思っています（台北－高尾間は 90分だそうです）。

残念ながら台湾語は修得できないままですが交流

の輪が広がり、今後の津島ロータリーの国際奉仕

にお役に立てばと思っています。楽しい土産話が

できることを楽しみに出かけたいと思います。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 10 月 21 日、地区インター

アクト研究会に津島東高

校ＩＡＣ顧問の吉田先生

に参加いただきます。ちな

みに会場はミッドランド

ホールで午後 1時～午後 5 時までの予定です。 

 10 月 22 日～23 日、ＷＦＦ(ワールドフード＋

ふれ愛フェスタ）が名古屋栄久屋大通公園で開

催されます。メーキャップ対象になります。メ

ーキャップカードを配布している場所の地図

は事務局にありますので、お問い合わせ下さい。 

 10月 27日～29日に亘り、台北滬尾ＲＣに姉妹

締結更新のため、国際奉仕委員会の寺島委員長

をはじめ 10 名のメンバーで行ってまいります。 

 10月 28日(金)、津島東高校においてインター

アクトクラブの例会が開催されます。 

 10月 28日(金)は休会となりますので、お間違

えのなきようお願いいたします。 

 11 月 4 日(金)の例会は日程変更になります。

11 月 3 日(木)文化の日の地区補助金事業「縁

側茶会」となりますので、お間違いのなきよう

よろしくお願い致します。ちなみに会場は津島

神社参集所でございます。駐車場は西小学校に

用意しておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。なお、呈茶券は当日お渡しいたします。

奥様の分も用意がございますので、ご参加くだ

さい。 

 11 月 6 日(日)は地区大会でございます。プロ

グラム等については地区のＨＰより回覧でき

ます。二次会のご案内もお配りしましたので出

欠のご回答を事務局にご連絡ください。 

 11月 10日(木)、地区職業奉仕委員長会議に伊

藤誠職業奉仕委員長にご出席いただきます。 

 米山学友の尤銘煌さんの教

え子で、西アフリカ・ベナン

出身のヴィンセント君とマ

リエッタさんからタペスト

リーをいただきました。先日、

浅井会長、三谷直前会長（尤

さんのカウンセラー）、伊藤

哲朗君の3名から支援させて

いただいたお礼とのことで

す。とても喜んでいました。 

 
ニコボックス報告 第 3081回分 

山本達彦ニコボックス副委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会長、

田中正明幹事 ①次回例会は

11 月 3 日の「気軽に楽しもう 

縁側茶会」です。よろしくお願

いします。②本日の卓話講師に

佐藤英夫さんをお迎えして。 

浅井彦治君 中日新聞に写真

が載りました。 

児玉昭君 今日の卓話を担当します。 

鶴見治貞君、佐藤敬治君、田中正明君、加藤則之

君、後藤亨君、篠田廣君 本日の卓話講師に佐藤

英夫さんをお迎えして。 

後藤務君 中日新聞“わが町企業最前線”で工場

の製造行程がニュースになりました。 

高木輝和君 市民病院にお見舞いに行きました。

服部則仁君、八谷潤一君、余郷利彦君を見舞いま

した。 

服部則仁君 今後は例会場を市民病院に変更して

ください。（病室にてニコボックスをいただきま

した。本人は元気です） 

寺島淳一君 来週10月27日(木)～10月29日(水)

に台北滬尾ＲＣへ訪問します。参加メンバーの皆

様よろしくお願いします。 

三谷栄一君 長田さんにお世話になりました。 

浅井賢次君 ①松崎先生、安江先生、姉が大変お

世話になりました。②佐藤英夫さんをお迎えして。 

岡本康義君 お久しぶりです！ 

山本達彦君 快挙!! ピコ太郎、全米ヒットチャ

ート赤丸上昇中!! ユーチューブ全世界で再生 3

億回!! 

浅井彦治君、加藤則之君、田中正明君、伊藤哲朗

君、伊藤祥文君、後藤亨君、野々山勝也君、幅辰

雄君、山田章博君 大谷投手、日本新記録 165㎞！ 

めざせ世界新記録（169㎞）。 

浅井彦治君 加藤則之君、田中正明君、生田達一

君、伊藤哲朗君、長田一郎君、中村陽介君、山田

勝弘君、山田公男君、吉田康裕君 愛西市立佐織

中学校吹奏楽部、全国大会出場おめでとう。 

加藤隆朗君、小林啓子君 ウィークリーに写真が

載りました。 

根崎健一君、中野義光君 その他。 
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卓 話 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：元ＣＢＣ高山開発㈱ 常務取締役 

       佐藤英夫氏 

演  題：「新聞のコラムから」 

 

 

 

 

 

 

今年に入って世間を騒がせたことの一つに、東

京都知事選挙があります。東京にいる友人からも

電話やハガキで、どう思うかと打診が。 

 小池百合子さんのことを話したことがあるため

でもあります。小池さんが出足よく先行したこと

もありますが、その後、自民、公明が元岩手県知

事だった増田さんを立候補させたことから、自公

は票が割れて、野党統一候補が出れば、久々に革

新知事が出るかとも思われたほど。ところが東京

都民をバカにしているような鳥越俊太郎候補が。

どちらかといえば病気を売り物にテレビ出演した

自称ジャーナリスト、出馬表明の記者会見がひど

かった。「私は戦争を知る最後の世代です。終戦

の時は 20 歳でした」。終戦は昭和 20 年、彼は 5

歳のはず。この男は言うことも書くことも空っぽ、

筑紫哲也さんにあこがれて、バサバサの髪型にし

たり、しゃべり口まで「そっくりさん」なんてか

らかわれていたが、似ていると言われた筑紫さん

に申し訳ないほどです。 

 記者団にオリンピックや築地移転について質問

されると「わからない」「知らない」と繰り返す

のみで、行政経験の足りないことを聞くと「誰で

もはじめは経験がないでしょう」と開き直る始末、

こんな統一候補を野党 4 党が推薦したのでは勝て

るはずありません。 

 また小池さんについては、私がＣＢＣの子会社

を離れた後、早稲田の雄弁会の先輩である海部俊

樹元総理の地元秘書（私設）をしていたころ、以

前から少し知っていた小池さんに、事務所として

依頼することがあり、直接連絡したところ、快く

受けてもらえて、前の選挙区の兵庫にいた秘書に

さばいてくれて、円満に解決したことがありまし

た。それから 3 度ほど議員会館の小池事務所など

にお邪魔してお会いする機会もあり、厚化粧や香

水のことなど、とんでもない、小池ファンになっ

てしまいました。都知事選挙についても、決断の

早さ、自民、公明からプレッシャーを受けて苦戦

している流れを作る凄さにビックリするほどでし

た。 

 オリンピックを開催して 9 年後に、国を揺るが

すような事態が起きているというジンクスがある

という話に移ります。古いところでは、ベルリン

オリンピック（1936年）の 9年後にナチスドイツ

が日本より一足先に崩壊しました。東京オリンピ

ック（1964年）の 9年度には石油ショック、モス

クワオリンピック（1980年）の 9年後には、ソ連

は東西の冷戦に敗れ、ハイパーインフレで 10万人

を超える餓死者を出して、あげくの果てにソ連共

産党の一党独裁体制が崩壊してしまった。ギリシ

ャのアテネオリンピック（2004年）の 9年後、ギ

リシャは未曽有の財政危機を起こして、今なお苦

しんでいます。さて北京オリンピック（2008年）

の 9 年後は来年となりますが、中国大乱の兆しが

出ています。中国経済は、過剰投資、過剰生産、

あぶない経済指数、人民元が下げ止まらないよう

で、国際通貨入りも危なくなっているようです。

その上、国内の暴動は年に 1 万件を超え、習近平

の強権政治への反発が激しくなっているようです。 

 読売新聞の一面のコラムは「編集手帳」、朝日

新聞の有名な「天声人語」、入試にも出ると書き

写しのお勉強をさせるほどですが、今や昔日の面

影はなく、一に朝日、二に毎日、三、四がなくて

五に東京（名古屋では中日）、左傾は嫌われてい

るワースト・ファイブと購読数もダウン傾向に。

でも中日新聞が名古屋の地下鉄に全面広告を出し

ている時もあり、東京から来た友人が地域の占有

率 70％を超えているのにどうしてとたずねる始

末。そこで読売のコラムを少しだけ引用させてい

もらいます。 

 まず 4 月に起こった熊本の大地震、歌舞伎ファ

ンなら知る人ぞ知る秀吉の怒りを買って閉門中だ

った名古屋城を生んだ加藤清正が伏見城に駆けつ

け、秀吉を背負って脱出する通称“地震加藤”慶

長伏見地震に材を取ったもの。 

 昨年、名古屋の中村神社を中心に、加藤清正を

ＮＨＫの大河ドラマに取りあげて欲しいと名古屋、

熊本と署名運動が始まり、私もお手伝いをしたこ

とがあります。 

 次の話題は、方言にからんだ実話です。 

 国文学者として知られている池田弥三郎さんが、

夫人と一緒に東北地方の旅館に泊まった折の想い

出話があります。二人が散歩に出ようとする時、

旅館の番頭さんが「じいさん、ばあさん、おでか

け」と大声で呼ばれた。戻ると今度は「じいさん、

ばあさん、お帰り」。 

 一度はともかくとして、二度は勘弁ならないと

「キミ、僕たちは確かに若くはないが、もっとほ

かに言い方があるんじゃないか」と問いただした

ところ、「じいさん、ばあさん」は池田さん夫妻

の部屋番号「十三番さん」であったということで

した。 

「＜ゼロイチ＞を廻せば、捨てし訛(なまり)いづ、

ふるさとすでに雪にとざされ」有名歌人の歌にあ

ったということで、市外局番を回すだけで遠いふ

るさとの風景が浮かぶ、お国なまりは本当にあり

がたいものです。 
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米山奨学委員会 

 米山学友・尤銘煌さんの教え子のヴィンセント

さんとマリエッタさんが、刺繍とパッチワークを

施した大きな手作りタペストリーを送ってくださ

いました。 

VINCENT：初めまして。西ア

フリカのベナンから 4 月に日

本に参りました。ベナンは赤

道と北回帰線の間にあります。

ベナンでは心理学を勉強しま

した。どうぞよろしくお願い

いたします。 

将来、ベナン国の発展に貢献

するために、私の夢は大統領

になることでございます。その目的を達成するた

めに山形大学で近代化を勉強するつもりです。本

当に神様があなたたちを祝福されますように！ 

皆様に心から感謝いたします。 

MARIETTA：初めまして。山

形大学で日本語と日本文化を

勉強しています。来年の 4 月

から農学部の大学院に入りま

す。将来、私の夢は農学博士

になることです。日本で大学

の先生になりたいです。遠い

ところから(支援くださって)

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

[アフリカの地図]   [歴代王様のシンボル] 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
先回の記録 

第 3082 回 ’16 年 11 月 3 日（木・祝）晴れ 

≪地区補助金事業≫ 

「気軽に楽しもう 縁側茶会」 

時 間：10：00～15：00（例会は 12：30～） 

会 場：津島神社参集所・堀田家住宅 

ゲ ス ト 津島市長 日比一昭氏 
       愛西市長 日永貴章氏 
       津島商工会議所会頭 宇佐美三郎氏 
会 員 総 数  66名   10月 7日例会分訂正 
出席免除会員  22名   欠 席 会 員     16名 
本日出席会員  50名   MAKEUP会 員      6名 
本日の出席率 75.76％   訂正出席率  96.67％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、飯村理君、猪飼充利
君、伊藤誠君、伊藤基君、加藤則之君、加藤隆朗
君、三谷栄一君、野々山勝也君、佐藤敬治君、杦
田勝彦君、田中正明君、寺島淳一君、山田勝弘君 
(第 5回役員・理事・委員長会議) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

本日は地区ロータリー財団

補助金事業として、津島ロー

タリークラブ主催の「縁側茶

会例会」を開催いたしました。

たくさんのメンバーにお集ま

りをいただきまして誠にあり

がとうございます。 

「茶道はおもてなしの精神を学ぶことである」と

言われますが、茶道を極めた文化だけではなく、

津島には過去から庶民の生活に馴染んだお茶の文

化があります。本日は特別かしこまった作法を気

にせず、見慣れた周知の人々とお茶をいただきな

がら楽しい会話の一時をお楽しみいただきたいと

思います。今の時代に失われかけている地域の交

流や助け合いの気持ちをもつ近隣の繋がりを見直

すきっかけになれば幸いだと思います。「この瞬

間に感謝する」一期一会の気持ちから少し力を抜

いて、美味しいお菓子と抹茶をお楽しみください。 

私の生まれた西三河の西尾地区にある西尾茶を

昔から購入して、この地区の人々が愛用していた

ことは何かご縁を感じるところです。西尾茶は茶

葉の濃い緑、上品な香り、穏やかなうまみとコク

が特徴で、私もよく地元に帰ると購入してきます。 

また抹茶の立て方を考えますと、茶碗と茶筅だ

けで急須も要りません。粉にした葉を丸ごと飲ん

でしまうので茶殻の始末も要りません。夏は冷水

で点てた冷たい抹茶も楽しめます。となると非常

に便利な飲み物とも思えます。この地域に根差し

てきたお茶の文化が、皆様の家庭で気軽に楽しめ

る営みとなり、気のおけない方々との楽しい時間

となれば幸いだと思います。同時にその精神文化

は世界に誇れる日本人の豊かなコミュニティーの

加藤則之副会長 小林啓子会場委員 

中野義光親睦

活動委員 

寺島淳一君 高木輝和君と田中幹事 
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文化だと思われます。本日はご参加賜りまして誠

にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
茶 会 

 ロータリー財団地区補

助金事業として、津島神

社参集所と堀田家住宅に

て、午前 10 時から午後 3

時までお茶会を開催しま

した。事前に呈茶券とし

て整理券を配布し、快晴

にも恵まれて大勢の来場

者で賑わい、喜んでいた

だくことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【堀田家住宅】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

国の重要文化財に指定されている築 300 年の堀

田家住宅では、箏の調べの流れる中、着物でお客

様をおもてなししました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中正明幹事 加藤則之副会長 アートスペー

スの神田さん 

←例会弁当 

浅井彦治会長、日比一昭津島市長、宇佐美三郎

津島商工会議所会頭がご挨拶 

浅井会長夫妻 

参集所大

広間では

椅子席で

気軽にお

茶を飲ん

でいただ

きました。 

津島ＲＣ 

メンバー 

ロータリーロゴ

入りのお菓子 

【参集所】 

松の間にて例会 
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演 芸 

 参集所の大広間と梅の間で、

日本の伝統芸能が披露されま

した。会場には野点傘を立て

て雰囲気を作り、舞台に向か

って前の方は緋毛氈を敷いた

観覧席、後ろは椅子でお茶席

(48 席)を設置して気軽にお茶

を楽しんでいただきました。

廊下にも椅子を並べ、大勢の方々が熱心に見入っ

ていました。司会進行は「エフエムななみ」で地

域にお馴染みの長谷川ぱんださん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊六万歳：1967 年に津島市無形文化

財に指定されましたが、1997 年に活

動が途絶えました。それを津島高校

演劇部ＯＢの「劇団くつわ」が復活

させ、2008 年に「御殿の舞」を蘇え

らせました。尾張万歳の分派です。

漫才は、1934 年頃できた現代向きの

まんざいです。 

尾張万歳：知多市に伝わる伝統芸能で、1996年

に国の重要無形民俗文化財に指定された尾張万

歳は、今枝社中が演じました。一説では 700 年

以上前に名古屋市東区に長母寺で発祥したと言

われます。 

日舞：杵屋六輪賀社中の長

唄、三味線の演奏と工藤流

の工藤毎莎寿さんの日舞

を披露しました。演目は

「越後獅子」「四季の眺め」

「藤娘」です。 

琴の演奏：美鶴会の皆さんによる演奏。鶴見真弓

さんの教え子で津島東高校筝曲部の生徒さん達も

演奏しました。 

もくもく座：1988 年、源氏節の復興に立ち上が

った人形劇団がもくもく座です。「甚目寺観音利

生譚うばかわ姫」を公演しました。(梅の間) 

会場の大広間は満席になりました。 

もくもく座

のメンバー

と篠田廣君 

人形 

↑もくもく座

からのお礼

ハガキ 


