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本日の行事予定 (2018 年 1 月 26 日) 

第 3137 回例会 

卓話担当：伊藤雅昭君 

講  師：菊川ソウマヤ氏（ブラジル人） 

演  題：「ブラジルの紹介」 

 
先回の記録（例会） 

第 3136 回 ’18 年 1 月 19 日（金）晴れ 

≪職業奉仕月間≫ 

卓話担当：職業奉仕委員長 稲垣宏高君 

演  題：「職業奉仕について」 

ストレッチ体操 中野義光君 

ロータリーソング 「我らの生業」 
ソングリーダー  野々山勝也君 
会 員 総 数  66名    12月 22日例会分訂正 
出席免除会員  21名     欠 席 会 員     8名 
本日出席会員  49名     MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率 74.24％    訂 正出席 率  96.92％ 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

皆さんこんにちは。今月は、

職業奉仕月間です。稲垣職業

奉仕委員長から職業奉仕に

ついての卓話をしていただ

きますが、その前に私の職業、

みそ・しょうゆについてお話

をさせていただきます。 

愛知県はみそ・しょうゆともども全国有数の生

産県であります。みそは長野県に次いで 2 番目、

しょうゆは、千葉県、兵庫県に次いで 3 番目の生

産県でありまして、現在、愛知県には 43社の企業

があります。 

 統一組織と致しまして、みそは全国味噌工業協

同組合連合会があり、47組合（887企業）が加盟、

2016年生産量は、414,689ｔ、1,280億円の売り上

げがあります。 

みその種類は、米みそ 80％、豆みそ 5％、麦み

そ 5％、調合みそ 10％に大別されます。そのうち

の豆みそは、愛知県、三重県、岐阜県のみで作ら

れています。 

  ＜原料＞   ＜塩分＞ ＜熟成期間＞ 

米みそ  米･大豆･塩 11～12.5％ 2～3か月 

豆みそ  大豆・塩  10～11％  半年～1年半 

麦みそ  麦･大豆･塩  9.5～11％  1～3か月 

調合みそ 米・豆・麦みそを調合したみそ 

 しょうゆは、全国醤油工業協同組合連合会があ

り、48組合（約 1,200社）が加盟、2016年生産量

は 776,408㎘、1,906億円の売り上げがあります。 

しょうゆの種類は、こいくちしょうゆ 81％、うす

くちしょうゆ 14％、たまりしょうゆ 3％、しろし

ょうゆ 1％、さいしこみしょうゆ 1％に大別され

ます。特に、たまりしょうゆ・しろしょうゆは、

愛知県独特のしょうゆで地域の特産品として重宝

がられています。 

   ＜原料＞      ＜塩分＞ ＜熟成期間＞ 

こいくちしょうゆ 

  大豆・小麦・塩   16～17％   6か月 

うすくちしょうゆ 

  大豆･小麦･米･塩 17～18％    6か月 

たまりしょうゆ 

  大豆・塩     15～16％   半年～1年 

しろしょうゆ 

麦・大豆・塩   17～18％    3か月 

さいしこみしょうゆ 

大豆・小麦・塩  15～17％ 

よく工場見学に来られますと、質問の中に、「こ

いくちしょうゆとたまりしょうゆの違いは？」と

尋ねられます。こいくちは原料が大豆と小麦の比

率が大体半々ですが、たまりは大豆が 100％使わ

れ、たまにごく少量の小麦が使用されます。ゆえ

にこいくちは、香りは小麦（澱粉源）が発酵し香

りを引き立たせ、たまりは大豆が蛋白源として味

を引き立たせます。要するにこいくちは、香りは

たまりに比べると優れていますが、たまりは、こ

いくちに比べると香りは劣るが、味は優れている

と言えます。両方を混ぜて使用されるのもお勧め

であろうと思います。 



     

 

- 2 - 

第 3137 回例会                                                               

 木桶のお話をいたします。弊社でも木桶が 5ｔ

仕込み用、10ｔ仕込み用が約 100 本ありますが、

古い桶ですと江戸、明治時代の作の桶です。最近

では、桶屋さんがなくなり貴重品となり、みそ菌、

しょうゆ菌が住みついた桶をより一層大事に使用

しております。 

 このように私の職業のさわりをお話しいたしま

した。日本人にとって、みそ・しょうゆは欠かせ

ないものであり、古くから脈々と受け継がれてき

たみそ・しょうゆ文化を誇りに思い、大切に守っ

ていきたいと思います。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日会場入口に置いてあ

ります、台湾の姉妹クラブ

台北滬尾ＲＣ（かつての淡

水ＲＣ）から贈られた記念

品をご希望の方にお分け

したいと思います。ご希望

の方は、お持ち帰りくださ

い。尚お心づけとしてニコボックスへの喜捨を

いただければ幸いです。 

② 本日、親睦活動委員会より上半期 100％出席 49

名の方に表彰記念品を配布しております。 

③ 来週、24日㈬16:00より津島東高校でＩＡＣ第

29 回例会が開催されます。メークアップ対象と

なりますのでぜひともご参加お願い致します。 

④ 先週お配りしました津島神社からいただいた

絵馬・暦（こよみ）が残っております。入口にあ

りますので、未だの方はお持ち帰りください。 

 
ニコボックス報告 第 3136回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会

長、猪飼充利幹事 稲垣宏高

職業奉仕委員長、本日の卓話

よろしくお願いします。 

服部貴君 父（服部昭三）の

葬儀に多くの方にご会葬いた

だき、本当にありがとうござ

いました。 

余郷達也君 信長の台所歴

史検定「津島の達人」の後援ありがとうございま

す。本日チラシをお配りしました。よろしくお願

いします。 

梶浦興蔵君 新年会のクジで初めて景品が当たり

ました。 

稲垣宏高君 本日卓話を担当いたします。 

宇佐美三郎君 今日、免許の書き換えでゴールド

でした。 

神谷里明君 ソングリーダーを先週はじめてさせ

てもらいました。 

水野憲雄君 ロータリーゴルフ、同伴競技者の坂

井さん、後藤さんのおかげで楽しくでき、またハ

ンディに恵まれ優勝しました。ありがとう。 

浅井賢次君 今日も皆さんからパワーをいただき

ました。 

浅井彦治君 インフルエンザに気をつけましょう。 

長田一郎君 神谷先生、お世話になりました。 

宅見康悦君 バッジを忘れました。 

生田達一君、伊藤祥文君、柴田伸彦君 インフル

エンザが流行してき

ました。皆さんお体を

大切にしてください。 

飯村理君、稲垣宏高君、

加藤隆朗君、小林啓子

君、杦田勝彦君、寺島

淳一君、長田一郎君、

山田勝弘君 ウィー

クリーに写真が載り

ました。 

根﨑健一君、山田公男君 その他。 

 

≪職業奉仕月間≫ 

卓話担当：職業奉仕委員長 稲垣宏高君 

演  題：「職業奉仕について」 

 

～忘れられた職業奉仕～ 

■なぜロータリーは誕生した

のか？ 

1905 年 2 月 23 日、シカゴの

街でポール・ハリスと 3人の友

人で誕生。当時のシカゴは著し

い社会経済の発展の陰で、商業

道徳が欠如していました。ポー

ルは友人 3人と語らい、お互い

に信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き

合いがそのまま親友関係に発展する仲間を増や

したいと、ロータリークラブという会合を考え

ました。集会を各自の事務所持ち回りで順番に

開くことからロータリーと名付けられました。 

 

■初期(1906年)のロータリーの目的 

 1)シカゴＲＣ会員の事実上の利益の増大、会員

互恵取引 

 2)通常社交クラブに付随する親睦 

 

■奉仕活動への転換(1907年) 

 ポール・ハリスが会長に就任、奉仕活動へ転換

しました。他都市へクラブが拡大し、奉仕活動

が展開されました。 

 

■アーサー.Ｆ.シェルドンの入会(1908年) 

 ミシガン大学経営学部で販売学を学び、セール

スマンで成功した後、1902 年にビジネススクー

ルを設立したシェルドンは、ロータリーの職業
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奉仕理念の中核となる「He profits most who 

serves best(最も良く奉仕する者が最も多く報い

られる)」に基づくサービス学の概念を経営学と

とらえて教えました。 

 

■ロータリーの目的(元「綱領」) 

 ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある

(2013年表現変更) 

 

■具体的な目標 

 五大奉仕の定義（定款第 5条第 2項） 

 職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準を

高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきで

あるという認識を深め、あらゆる職業に携わる

中で奉仕の理想を実践していくという目的をも

つものである。会員の役割には、ロータリーの

理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと

が含まれる。職業奉仕は倫理実践運動であり、I 

Serve です。(2013年表現変更) 

 

■ロータリーの基本理念を忘れたＲＩ 

推奨リータリークラブ細則第 8条第 1節の「委

員会」では、クラブ管理・運営、会員増強、広

報、ロータリー財団、奉仕プロジェクトを設け

るべきとありますが、職業奉仕委員会が漏れて

います。(手続要覧 2013) 

 

■ロータリーの中で職業奉仕の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

■3年毎の規定審議会が 2016年 4月 10日からシ

カゴで行われ、ＲＩ定款、ＲＩ細則、クラブ定

款、クラブ細則(クラブで作成可＝推奨クラブ

細則参照)について審議されました。 

 

■“I Serve”か“We Serve”か 

 ・I Serve は、職業を通しての奉仕活動 

 ・We Serve は、ボランティアの奉仕活動 
（以上、第 1回クラブ職業奉仕委員長会議より） 
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国際奉仕 社会奉仕 

職業奉仕 

クラブ奉仕 

ロータリーの木 

2月  2日（金) 寿司、吸い物 

2月 10 日（土) （ＩＭ）  

2月 16日（金） 割子弁当  

2月 23日（金） カツ丼、刺身

   

2月のメニュー 

 

 鰻の稚魚が

獲れんのだ

ってね 

 これから高

なるわな 

 今度いつ鰻を 

食べれるかなぁ？ 

↑ 

本日のメニューは先

行きが心配される(?)

鰻丼でした。 

伊藤哲朗副会長 

お父様・服部昭三さんの 

会葬お礼をする服部貴君 

野々山勝也君 

中野義光君 

柴田伸彦親睦 

活動委員 

飯村理会場委員長 

伊藤基青少年奉仕 

副委員長 

 ＩＡＣ

例会 
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お知らせ 

■次々回第 3139 回例会は例会変更です。 

2月 9日(金) → 2月 10日(土) 
≪ＩＭ（例会）≫  

【第 1部】新入会員研修会 15：00～   
【第 2部】式典、特別講演 16：00～  
【第 3部】懇親会 18：00～20：00   

 

 

 

  

次回例会 

第 3138 回 ’18 年 2 月 2 日（金） 

≪平和と紛争予防・紛争解決月間≫ 

卓話担当：国際奉仕委員長 伊藤誠君 

演  題：「平和な仏像」 

ロータリーニュース（12 月 19日） 

 

 

 

 

 

国際ロータリーの次年度会長バリー・ラシン氏

（バハマ、イーストナッソーＲＣ所属）が、米国

サンディエゴで開催されたロータリー国際協議会

で、次期地区ガバナーに向けて 2018-19 年度テー

マ「インスピレーションになろう」を発表。「何

か大きなことに挑戦しようというインスピレーシ

ョンを、クラブやほかのロータリアンに与えてく

ださい。自分よりも長く、後世にも生き続けるも

のを生み出すために、行動を起こす意欲を引き出

していただきたいのです。私たちロータリアンは、

世界で、地域社会で、自分自身の中で、持続可能

な良い変化を生むために、人びとが手を取り合っ

て行動する世界を目指しています」。ラシン氏は、

このビジョン声明の意義を強調し、声明がめざす

ロータリーを実現するためにリーダーシップを発

揮するよう求めました。 

そして、まず組織づくりが必要だと、ラシン氏

は強調します。「ロータリーは第一に会員制組織

ですから、奉仕活動を通じてより良い世界を築き

たいと願うなら、まずは会員を大切にしなければ

なりません。変化を生み出そうという意欲を、ク

ラブ会長と地区内ロータリアンの心に芽生えさせ

ていただきたいのです。もっと何かをしよう、可

能性を最大限に発揮しようというやる気を引き出

し、それぞれのやり方で前進できるよう手助けす

ることが皆さんの仕事です」 

・ポリオ撲滅の進展 

ロータリアンにとってインスピレーションの源

の一つはポリオ撲滅活動である、とラシン氏は述

べました。1988年には野生型ポリオウイルスによ

って推定 35 万人が身体まひを患っていましたが、

2017年に報告されたポリオ症例数はわずか 21件。

「今がポリオ撲滅活動の正念場」と語り、「新規

症例があるたびに、それが史上最後の症例となる

可能性がある」と述べました。ただし、最後の症

例が報告されても仕事が済んだわけではないと、

ラシン氏は強調します。「撲滅認定委員会がポリ

オ撲滅を正式に認定するまで、すなわち 3 年間、

川や下水、または人の体内からポリオウイルスが

一切発見されなくなるまで、ポリオ撲滅活動は終

わらないのです。それまでは、すべてのことを続

けていかなくてはなりません」。こう述べたラシ

ン氏は、予防接種活動やサーベイランス（監視）

に引き続き力を入れていくことの重要性を訴えま

した。 

・環境の持続可能性を守る 

ラシン氏は、近年、ロータリーが人道的活動に

おける「持続可能性」を重視していることに触れ、

環境汚染や気候変動という厳しい現実をロータリ

アンが認識すべきであると述べました。祖国バハ

マの土地の 80％が海抜 1ｍ以下であることも指摘。

2100 年までに海面が 2ｍ上昇すると推定されてお

り、「私の祖国は、ほかの多くのカリブ海諸島や、

世界中の沿岸都市や海抜の低い地域と同様、50年

後にはなくなってしまう」と懸念します。 

ロータリーのすべての奉仕活動を、より大きな

グローバルなシステムの一部としてとらえるよう、

ラシン氏は呼びかけました。これは、次期地区ガ

バナーが、クラブだけでなく、地域全体にとって

のインスピレーションとなる必要性を意味する、

と述べます。「持続可能な活動成果をもたらし、

世界をより良くしたいと私たちは願っています。

ロータリー内部やロータリアンのためだけでなく、

世界全体のあらゆる人たち、あらゆる世代のため

に、私たちにできることがあるのです」 

 
2月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋大須 RC 2/1 木 名古屋東急ホテル 

名古屋東南 RC 2/7 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮北 RC 2/9 金 一宮商工会議所㌱ 

一宮中央 RC 2/14 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

稲沢 RC 2/14 水 林商事ビル 

名古屋和合 RC 2/14 水 ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

あま RC 2/19 月 名鉄グランドホテル 

名古屋栄 RC 2/19 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

名古屋名南 RC 2/20 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋名駅 RC 2/21 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋大須 RC 2/22 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 2/22 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋みなと RC 2/23 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東 RC 2/26 月 ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋守山 RC 2/28 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋和合 RC 2/28 水 ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

 

バリー・ラシン次期 RI会長のテーマ 

「インスピレーションになろう」 

※ウェスティンナゴヤキャッスルは、2 月より 

「ホテルナゴヤキャッスル」に名称が変更されます。 


