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来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 
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幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 
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 下川 信宏会員 
 

 

 

浦 信一氏の入会式が執り行

われました。 

ご入会おめでとうございます。 

浦 信一 会員（うら しんいち）   

推薦者：河本会員、森嶋会員 

職業分類：不動産鑑定士 

勤務先：浦不動産鑑定事務所 

所長 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 
 

 

 

皆様今日は。浦さん、ご入会おめでとうございます。これから共に、

頑張ってまいりましょう。 

さて、先月に名古屋のｱﾊﾟｰﾄで起きた不可解で異常な殺人事件に、

耳を疑いました。それは優秀と思われる名門の女子大生が「中学生

のころから人を殺したかった」と県警の調べで平然と語っていた奇怪

な事件です。大学生は成長するにつれ、殺人願望を強めていたと。 

今、中東に目を向けますと、民族間の醜い紛争が連日のように報道

されています。わが国は幸いにも７０年間、紛争に巻き込まれること

もなく高度成長と科学文明のお陰で、何不自由のない豊かな生活を

享受してきました。だが、かの女子大生には何がそうさせたのか、言

葉に窮する難しい命題で、その落差の大きさに驚いています。 

もしかするとそれは仮想空間等で代表されるＩＴ技術文明が、悪魔を

呼び寄せてかつてのカミ、ホトケの領域を侵食しているのかもしれま

せん。人間の本質を考える上で最も大切な基準は、かつては神や

仏の存在でしたが、現代人はそれを否定してしまっています。 

豊かな国日本で、今起きている多くの不可解で怪奇な事件に接する

度に、ふとカミュの「異邦人」を思い出します。それは平凡なｻﾗﾘｰﾏ

ﾝである主人公ﾑﾙｿｰによる殺人の話です。ﾑﾙｿｰは逮捕され裁判の

中で動機を聞かれると、「太陽のせいだ」とうそぶき、その徹底した

無関心と拒否の態度を貫いて結局、死刑になります。この物語は、

人間に巣くう根源的な不可解性―つまり人間の心の中に潜む深い

闇からは、悪魔と思しき得体の知れぬｴﾈﾙｷﾞｰが火柱のように吹き上

げており、単に心理的な動機だけでは説明のできない心の闇を黙

示録的に問いかけたカミュの代表作です。もっと端的に言い換えれ

ば、人間の行為は正常であれ異常であれ、論理的な因果の糸をい

つでも断ち切るような奈落の意識をたたえている怖い動物でもある、

という自覚です。 

最後に改めて考えてみますに、ﾛｰﾀﾘｰの崇高な理念こそが、この心

の深い闇に一条の光を灯すのではないか、と思うのでございます。

ちなみに本年度の当ｸﾗﾌﾞの運営方針には「ﾛｰﾀﾘー・ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄに―

新たな光を」と綴っています。ご清聴有難うございます。 
 

 

 

 
左から、塩本(千)会員・二井本会員・渡部会員・水野会員・藤田

会員・原田会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

*前年度の国際奉仕事業で大変お世話になりました、タイ･バンコク

スリオンＲＣの政岡ﾊﾟｽﾄ会長がご逝去されました。ｸﾗﾌﾞから献花を

させてもらいましたことをご報告いたします。 

■本日の例会     ２０１５年２月１２日（木）   第２２１３回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

寄付認証披露 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「ＩＭについて」 ＩＭ実行委員会 

前回例報告    ２０１５年２月５日（木）  第２２１２回 

幹事報告                幹事  合田 尚義 

入会式 

会長時間                会長  河本 浩一 

誕生月お祝い 
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*米山記念奨学会及びﾛｰﾀﾘｰ財団の確定申告用領収書をお送

りしました。 

*例会出欠に関して事前に把握するために、例会出欠予定表を

置く事になりました。これは、例会に参加される会員の数を把

握することによって、食事の廃棄をすくなくするためのものです。

ご協力をお願いいたします。 

*先週開催されました「３ＲＣ合同例会」ですが、中途退席が目

立っておりました。親ｸﾗﾌﾞ会員として自覚をお持ち頂き、特別

な事情を除き、中途退席の自粛をお願いいたします。 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 

*抜粋の綴り（ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

職業奉仕委員会  坪内委員長 

３月１２日(木)に職場訪問例会を実施します。今年度は「ｵﾀﾌｸｿ

ｰｽ Ｗｏｏｄ Ｅｇｇお好み焼館」を訪問します。ご案内をお送りし

ますので、多数ご出席をお願いいたします。 
 

 

 

野球同好会 

本日より練習を開始します。 

ゴルフ同好会 

１月例会は上野会員が優勝

しました。 
 

 

 

 

 

【自主出宝】 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

浦さん、入会おめでとうございます。これから共にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを

歩んで行きましょう。本日の「年男の弁」楽しみにしております。

山坂会員、三保会員、下川会員、よろしくお願いします。 

森嶋会員・松田会員 浦君、広島北ﾛｰﾀﾘｰにご入会おめでとう

ございます。仕事、ﾛｰﾀﾘｰ活動と今後とも宜しくお願いします。 

浦会員 本日、入会式ありがとうございます。今後とも宜しくお願

い致します。 

髙原会員◆ いよいよＩＭも間近になりました。ＩＭ実行委員会の

皆様に感謝しております。 

水野会員 誕生日をお祝い頂き有難うございます。お陰で元気

で７６才になりました。 

原田会員 北ﾛｰﾀﾘｰに入って３８回目の誕生祝いを頂き、有難

うございます。今後ともよろしくお願い致します 

藤田会員 今日は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうござい

ました。 

上野会員★★ 去る１月２５日(日)、多打喜会例会が行われた

和木ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞの１４番ｼｮｰﾄﾎｰﾙにおいて、ｲｰｸﾞﾙを出しました。

ｼｮｰﾄﾎｰﾙでのｲｰｸﾞﾙは通算４度目です。おまけに優勝すること

も出来ました。素晴らしきﾊﾟｰﾄﾅｰの下前さん、粟屋さん、そして

中尾先輩に感謝！感謝！ 

中尾会員 上野さん、ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝおめでとうございます。４回目だ

そうですが、上野さんも驚かれたように直接ﾋﾟﾝに入ったのを見

てびっくりしました。 

山坂会員 上野さん、４度目のﾎｰﾙｲﾝﾜﾝおめでとうございます。 

粟屋会員･土井会員･中山会員･坪内会員･三保会員･山内会

員･大之木会員･庄子会員･渡部会員･上河内会員･合田会員･

鈴木会員･久保(豊)会員･山下(正)会員･上田会員･丸本会員･

桑村会員 上野さん、多打喜会でのﾎｰﾙｲﾝﾜﾝおめでとうござい

ます。 

岡本会員 １日の日曜日に｢別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ｣を走りました。

２０ｋｍ以降に失速し、結果は３時間８分でのｺﾞｰﾙでした。またし

ても練習不足と体重増加を痛感いたしました。次は２２日の「総

社吉備路ﾏﾗｿﾝ」を走る予定です。 

金井会員★ 愛車のﾊﾞﾝﾊﾟｰが直りました。とれもうれしいです。 

 

当日計 64,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 922,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

 
 

 

 

『年男の弁 Part２』 
 

山坂 哲郎 会員 

 (１９５５年１月生まれ) 

 

広島北ＲＣに入会して２回

目の年男の弁です。ついに

還暦を迎えましたが、同級

生の山下正司さん、東さん

と久保田さんを見習って８０

才まで元気に過ごして行きたいと思っています。 

 

三保 二郎 会員 
 (１９５５年１１月生まれ) 

 

北ﾛｰﾀﾘｰに入って二回目の

年男の弁をする事になりま

した。その時は私がｸﾗﾌﾞに

入って４年目の年だったと

思います。その時に何を喋

ったのかは忘れましたが１２年後は元気にまたこの様にここで喋

っているんだろうかとか一回り上の先輩のように余裕の生活が送

れているんだろうか等考えていました。今、元気にこの場に立っ

ていれる事にまずは感謝しています。 

しかし、１２年前に比べ余裕を持って生活しているかと言えば１２

年前と変わらず余裕のない生活を送っている進歩の無い自分を

実感しています。 

年明けには色々な所で未年のたとえを聞きましたがその中に羊

は従順で温厚な動物で未年生まれの人もそんな人が多いと言

われておりました。確かに私などその通りの人間ではないかと思

います。まあ干支の話を私がしてもしょうがないので職業柄、食

に関係ある話を少しさせていただきます。 

一昨年の１２月に和食がﾕﾈｽｺ世界無形文化遺産に登録されま

した。食に関する無形文化遺産では「ﾌﾗﾝｽの料理術」、「ｽﾍﾟｲﾝ、

ｲﾀﾘｱ、ｷﾞﾘｼｬ、ﾓﾛｯｺの地中海料理」「ﾒｷｼｺの伝統料理」「ﾄﾙｺの

ｹｼｹｷ（麦かゆ）料理」がありました。そして和食が５番目の登録

になります。 

和食という名称で登録される迄には「会席料理を中心とした伝

統を持つ特色のある独自の日本料理。」という名称で日本（京都）

料理ｱｶﾃﾞﾐｰと言う京都の料亭の集まりで作っている勉強会が中

心となって提案しました。本来和食とはおかずと汁と漬物でご飯

を食べる一汁三菜という基本的な組み合わせの事を言います。

しかし、今回の解釈は日本の主食であるご飯を美味しく食べる 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 

卓話時間 

委員会報告 

同好会報告 
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為の様式なので、カレーライス、肉じゃが、すき焼き、とんかつ等

も和食と言えるそうです。 

その和食の特徴として、 

１．多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 

２．栄養バランスに優れた健康的な食生活 

３．自然の美しさや季節の移ろいの表現 

４．年中行事との密接な関わり 

以上の４点が挙げてありました。 

一つ目の新鮮な食材とその持ち味の尊重とは日本は四季が明

確でその気候を生かして収穫される農作物や海に囲まれた豊か

な漁場からの恵みがあり、水が豊富に使える事で発達した、蒸す、

茹でる、煮るなどの調理方法や調理器具、また、食材そのものの

味を生かす料理が発達し野菜と魚介類を美味しく食べる為の出

汁が和食料理を支えています。二つ目は一汁三菜を基本とする

低ｶﾛﾘｰで栄養素のﾊﾞﾗﾝｽが取れている食生活。三つ目は自然

の美しさや季節の移ろいの表現。お客様をもてなす心持は料理

の味わい、床の間のしつらいや季節の花、料理を盛り付ける食

器。そして「いただきます」「ごちそうさま」と感謝の気持ち、箸使

いやふるまい、食のﾏﾅｰや食の場に施された趣向を理解し思い

やる心。四つ目は年中行事との密接な関わり。つまり日本人は

歳時記を大切にしています。正月には家族でお節を食べ、長寿

を願い７日（人日）には七草粥を食べ、１１日には鏡割りをし、３月

３日（上巳）には草餅、５月５日（端午）にはちまきや柏餅、７月７

日（七夕）には索餅（サクベイ細い麺）を食べ、菊酒を飲み不老

不死を願う９月９日（重陽）があります。 

また祝い事があれば赤飯を食べ、寄り合いや祭りがあれば打ち

上げと称し酒を酌み交わし親密感が増し共同体意識を高める。

この様に和食の食文化が自然を尊重する日本人の心を表現し

たものであり、伝統的な社会慣習として世代を超えて受け継がれ

ていると評価された事から無形文化遺産に登録されました。 

これが日本人の伝統的な食文化であると登録申請してﾕﾈｽｺで

登録されました。それは、和食を世界の人が認めたからです。し

かし、今の日本は果たしてこの伝統を尊重しているんでしょうか。

私たちは子供の頃から立ち食いはしてはいけないと習ってきまし

たが今は官公庁の人たちは立ち食いのﾊﾟｰﾃｲでなければ出席

してはいけない事になっています。この世界遺産へ申請した農

林水産省の職員も立ち食いです。日本の食文化を代表する食

具の箸は個人所有が基本です。直接口をつける椀や箸を共有

し匙やﾚﾝｹﾞを使う他の東南ｱｼﾞｱ諸国とは違う食文化を形成して

います。その箸を和食の店と称していながら平気で使い回しをし

ている。私はたまに食育として子供たちに食事のﾏﾅｰの話をする

事がありますが、子供にﾏﾅｰを教える以前に親にﾏﾅｰを教えな

ければいけないと思う事が多々あります。 

世界が認めた和食を守るのは私たちです。皆さんも是非日本の

伝統的な世界に類を見ない食習慣を次世代に伝え守っていた

だきたいと思います。 

 

下川 信宏 会員 
 (１９６７年６月生まれ) 

 

年男の弁と言うことで話をさせ

て頂きます。 

今までの年男の歳を振り返っ

てみますと、いつも転機があ

ったように思います。 

確か、２４歳の時に結婚して３６歳で資格の登録をしました。 

この４８歳についてはどうかと思っています。 

まず、ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでは茶道を始めようと思っています。 

今年は地に足をつけて自分を見つめていこうと思っています。 

またｺﾞﾙﾌについても今年こそはしっかり練習をして、ｽｺｱをせめ

て１００ﾁｮｲでは回れるように努力したいと考えています。 

仕事面の目標は職員の残業時間を削減して彼らの収入を増や

したいと思います。残業代ではなく賞与で職員に還元ができるに

ｼｽﾃﾑを構築したいと考えています。 

最後にこの広島北ﾛｰﾀﾘｰに入って大変良かったと思っているこ

とがあります。 

先輩方が昼も夜もｱｸﾃｨﾌﾞに活躍されているのを拝見して次の年

男のｲﾒｰｼﾞと目標ができました。 

今後も昼、夜を通してﾛｰﾀﾘｱﾝﾗｲﾌを堪能していきますので、今

後ともよろしくお願いします。 
 

 

 

 

世界へのプレゼントになろう 

 
２０１５-１６年度国際ロータリー会長 

Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 
スリランカ･コロンボＲＣ所属 

 

ティーバッグの製造で世界をリードする

上場企業、Ｐｒｉｎｔｃａｒｅ ＰＬＣの創設者・

ＣＥＯ。このほかにも複数の企業と慈善

団体の理事、およびスリランカ最大の麻

薬防止団体であるＳｒｉ Ｌａｎｋａ Ａｎｔｉ Ｎ

ａｒｃｏｔｉｃｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ の創立会長。 

１９７４年にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会。ＲＩ理事、財務長、財団管理委員、

委員会委員・副委員長・委員長、ﾀｽｸﾌｫｰｽﾒﾝﾊﾞｰ、ＲＩ研修ﾘｰﾀﾞ

ｰ、地区ｶﾞﾊﾞﾅｰを歴任。 

ｽﾘﾗﾝｶのﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員長として、政府関係者、ﾕﾆｾﾌ、ﾛｰﾀﾘｰの

ﾒﾝﾊﾞｰから成るﾀｽｸﾌｫｰｽの委員長としてﾕﾆｾﾌと協力し、同国北

部を領域とする武装組織との交渉を通じて、全国一斉予防接種

活動中の一時停戦を実現。また、ｽﾘﾗﾝｶで津波によって破壊さ

れた２５校を再建するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの委員長として、１５,０００人の生

徒を支援。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年２月５日（木）  会員数 ８６名 

出席 ６９名  欠席 １７名 

１月１５日例会出席率  １００％ 

１月２２日例会出席率  １００％ 

■次回例会 ２０１５年２月１９日（木） 

卓話  「年男の弁Ｐａｒｔ３」 

越智健剛会員・松田宜久会員 

食事  洋食 

次年度ＲＩテーマ発表 


