
 

本日の例会（第１４１５回）    ７／２８（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１４１６回）      ８／４（水） 

《会員増強及び拡大月間卓話》 

◆卓話紹介会員 会員増強委員会 

                委 員 長  北村  紀子さん 

◆スピーカー  会員増強委員会 

                副委員長  柴山  利彌君 

◆題    名 ハーバート・テーラーの生涯 

第１４１４回例会記録      ７／２１（水）晴 

◆司    会 山田  浩二君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

 

 

 

ソングリーダー初デビュー

の近藤 朗君 

 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1412回例会

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  33名  MAKE UP  3 名

出 席 率  78.57％  出席率訂正  92.50％

会  長  挨  拶 

梅雨のアナゴ 

会  長  伊藤  晋一 

夏の旬の食材には、ハモ、ウナギ、ア

ナゴなどが挙げられますが、本日はその

中でもアナゴについてお話しさせて頂

きます。 

アナゴは腹の白い部分が黄金色にな

っている事が、脂が乗っている証拠だそ

うです。アナゴは一年中味が変わらないと思っている人が多い

と思いますが、梅雨時期から夏にかけてが一番美味しくなるそ

うです。逆に冬のアナゴは脂肪分が少ない為、煮る時に煮切っ

た日本酒を入れます。そうすることによりふっくらと煮上がる

そうです。 

アナゴはハモ、ウナギの仲間であり、前にも言いましたが梅

雨時から夏にかけて最も脂が乗って美味しくなる時期です。 

ではなぜ美味しくなるのかと言いますと、梅雨時に降る雨は、

川や沼それに海の水より水温が高く、その雨粒が水面を叩く事

によって水中に温かい水と酸素を送り込んでその結果、魚が元

気になって餌をよく食べる所から“梅雨の水を飲んで美味しく

なる”や“春の長雨  魚が寄る”とか“梅雨の雨は魚のえさ”

などという言葉があるそうです。 

最後に一番大事なことはアナゴに塗るツメです。脂が乗って

いる夏場は甘さを控えながらも濃く、脂が少ない冬は甘みを強

くしながらも薄く作る事で夏も冬も同じような味に感じるそ

うです。一つ、このような事を思いながら旬のアナゴを召し上

がってみてはいかがでしょうか。 

幹  事  報  告  

1.来る１１月２０日(土)・２１日(日)に開催されます地区大会の

ご案内が届いております。尚、出席義務者の方には出欠票を

同封致しましたので、８月４日(水)までにご回答をお願い致

します。 

日  時  2010年 11月 20日(土) 

 【本会議第1日目】  受付 15:30  会議 16:00～17:20 

【R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会】 晩餐会18:00～20:00 

場  所  ウェスティンナゴヤキャッスル 

日  時  2010年 11月 21日(日) 

【本会議第2日目】  受付  9:30  会議 10:00～15:30 

場  所  ウェスティンナゴヤキャッスル 

登録料  本会議：会員12,000円  同伴者6,000円 

  R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会：お一人18,000円 

☆本会議第１日目(11/20)出席義務者：地区役員、地区委員

2010-11 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

原 点 回 帰 

ロータリークラブ

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１０～２０１１年度 Ｎｏ．４ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：伊藤 晋一 幹 事：野々垣 敬 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



長及び副委員長、会長、幹事 

☆R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会(11/20)出席義務者：地区役

員、地区委員長、会長、幹事 

☆本会議第２日目(11/21)出席義務者：地区役員、地区委員

長及び委員会委員、会長、幹事、理事、役員、各委員長、

地区大会未出席の方 

※詳細はリーフレット(7/7 配布)をご覧下さい。 

その他の方で参加希望の方は事務局までお申し出下さい。 

2.次回例会(7/28)は夜間例会及び I.D.M.になっております。午

後５時３０分より例会、引き続き I.D.M.を当アパホテル名古

屋錦にて行いますので、お間違えのないようお願い致します。 

卓  話 

建設業の労働災害 

会  員    横井    登 

あらゆる産業の中で労働災害が発生

しています。 

中でも建設業が一番多く全体の 30

～40%を占めている。その要因となる

労働災害のうち、労働者自身による「不

安全行動による災害」、「墜落・転落に

よる災害」、「飛来落下による災害」などが挙げられる。 

特に、これらの中で労働者自身の「不安全行動による災害」

が40%を占めている。 

日本と欧米諸国を比較した場合、欧米諸国の方が労働災害が

少ない。これは、安全意識の持ち方、取り組み方の違いの現わ

れではないかと思われる。 

欧米諸国では安全について、個人の責任と自覚にゆだねられ、

自身の身は自分で守る意識が強い。日本では法規・規制・規約

を守ることにより、災害の防止に努めていると考えられる。 

事故防止については、労働者自身の心がけ次第である。した

がって、労働者自身が命令されたから。禁止されたから。厳し

い指導があったから。と言うのではなく、自分の命、仲間の命

を守ることと、災害ゼロの意識を各自で持つことが大事ではな

いのでしょうか。 

わが国では、とかく、「自分は大丈夫」、「災害事故は他人事」、

「自分は何年も同じ仕事をしてきたから大丈夫」と過信し錯覚

して、まさかの事故に遭遇することが多い。事業主も自社の労

働者が、事故を起こすことなど、思いもよらない。しかし、現

場には危険が一杯であり、災害は繰り返し起こる。次は我が身

である。 

その為、常に心を引き締め、自分の身は自分で守る、意識を

持つこと。それは、他人にも繋がっていく事でもあるので、そ

ういった心構えは大切である。 

痛ましい災害が二度と起こらないよう、労働者が安全・安心

して仕事に打ち込むことができる、労働災害のない職場を目指

し、安全意識の高揚と安全活動の定着を図るよう努力したいと

思います。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

横井    登君 

卓話をさせて頂きます。 

梅村美知容さん 

暑い夏。娘がオーストラリアより里帰り。ありがとうございま

す。 

【暑中御見舞申し上げます。】 

伊藤  晋一君 岩田  満治君 尾關實津成君 星川  直志君 

遠藤  友彦君 山田  浩二君 足立陽一郎君 横井  尚啓君 

古川  康司君 渡邉  泰彬君 堀  美喜雄君 柴山  利彌君 

梅田    渉君 北村紀子さん 半泊  與則君 近藤    朗君 

木村  雅一君

梶川  久雄君

西脇  良一君

石黒    勉君 

横田  徳久君 

西脇  多吉君 

藤原  研一君 

宇都木  寧君 

小關  敏光君 

加藤  昌之君 

阿部  美男君 

 

 

ロータリーの標語 

1911 年、オレゴン州ポートランドで開催された全米ロータリー・クラ

ブ連合会の第二回ロータリー大会で「He Profits Most Who Serves 

Best」がロータリーの標語として承認されました。これは、前年にシ

カゴで開かれた第一回ロータリー大会で、ロータリアンのアーサー・

フレデリック・シェルドンが行った演説を基に作られた標語です。「他

者に対する正しい経営の科学のみが引き合うのだ。経営とは人間

的な奉仕の科学である。その仲間に最もよく奉仕する者が最も多く

報いられる」            

ポートランドでのロータリー大会は、もう一つの標語「超我の奉仕」

が誕生するきっかけともなりました。米国ミネソタ州ミネアポリス・ロ

ータリー・クラブの会長、ベン・コリンズは、シアトルのロータリアン、

J.E.ピンカムと、ロータリー・クラブを組織するのにふさわしい方法に

ついて話し合っていました。その中でコリンズは、自分のクラブで採

用していた理念「無私の奉仕（Service, Not Self）」を紹介しました。

ピンカムは、ポールP.ハリスを呼んで会話を続けました。ハリスから

依頼されコリンズは大会で演説を行い、この文言「無私の奉仕」が

熱烈に歓迎されたのです。           

この2つの標語は、1950年にデトロイトで開催されたRI国際大会で、

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（He Profits Most Who 

Serves Best）」と「超我の奉仕（Service Above Self）」に修正され、ロ

ータリーの公式標語として正式に承認されました。 

～ 国際ロータリー・ニュース２０１０年７月６日より抜粋 


