
           

 

 

 

 

本日の例会（第１４７０回）  １０／１９（水） 

◆大口ガバナー補佐訪問が行われます。 

次回の例会（第１４７１回）  １０／２６（水） 

◆ス ピ ー カ ー  会  員  西脇  良一君 

◆題    名  「未来委員会」あれこれ 

第１４６９回例会記録    １０／１２（水）晴 

◆司    会   堀  美喜雄君 

◆斉    唱   RS・四つのテスト 

◆ゲ ス ト 紹 介  名古屋大学大学院  国際言語文化研究科 

                  教  授  福田  眞人様 

米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1467回例会

欠席会員数  12名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  26名  MAKE UP  4 名

出 席 率  68.42％  出席率訂正  94.29％

会  長  挨  拶 

秋刀魚 

会  長  半泊  與則 

サンマは秋の味覚を代表する大衆

魚です。秋のサンマは脂肪分が多く

塩焼きにもってこいです。最近は刺

身としても提供されており、脂の乗

り切らない初秋が食べごろです。紀伊の熊野ではサンマの丸干しが盛

んです。サンマという呼び名の由来は細長い魚を意味するサマナが変

化したという説と大きな群れ、サワンマが変化したとする説があるそ

うです。和歌山あたりではサイラという方言があるそうです。また、

秋刀魚と書くようになったのは大正時代で、字のごとく秋に獲れる刀 

 

のような形をした魚の意味です。夏目漱石は「吾輩は猫である」のな

かで三馬と書いています。 

サンマは北太平洋に広く生息し、日本近海からアラスカ、メキシコ

までの海域に分布します。季節によって広い範囲を回遊します。日本

近海のサンマは、夏はオホーツク海方面で回遊し、秋になると産卵の

ため寒流に乗って日本列島を包むように、九州沖、新潟県沖まで南下

します。地図を思い浮かべながら想像すると爽快です。南下を追うよ

うに８月ごろから道東、次第に三陸沖、関東沖と漁場も移ります。寿

命は一、二年で４０センチまで成長します。エサは動物性のプランク

トン、小さなえび、カニ類、小魚。鱗は小さく剥がれやすく、集魚灯

を避けて船の底に集まったところを棒受け網で捕獲、水揚げされる際

にほとんど落ちてしまいます。調理に便利です。またサンマは餌を食

べてから消化排出するまでの時間が３０分と大変に短いため、内臓に

えぐみがなく塩焼きの腸は好まれます。岩のコケを主食とする鮎も同

様です。きびなご、カタクチイワシ、小あじなどを煮干にする際は索

餌、排出が終わった午前一、二時に網を入れると腸もきれいで等級も

上がります。 

サンマと言えば、やはり佐藤春夫の秋刀魚の歌が思い浮かびます。

佐藤春夫は和歌山県新宮市の出身でサンマならぬサイラをよく食べて

いました。昭和初期、友人谷崎潤一郎の妻・千代に恋し、谷崎と談判、

千代を譲り受け三人連盟で知人に挨拶状を送るという細君譲渡事件で

世間を騒がせました。普通なら男女の修羅場です。ハッピーエンドに

持ち込むとは、なんとも人生の達人です。秋刀魚の歌はこの千代への

横恋慕しているときの心情を歌ったものといわれています。これもま

た大胆ですね。秋刀魚の歌をご紹介します。 

あわれ、秋風よ、情あらば、伝えてよ、男ありて、今日の夕餉に、ひ

とりさんまを食らいて、思いにふけると。  さんま、さんま、そが

上に青き蜜柑の酸、したたらせて、さんまを食らうはそが男の古里の、

ならいなり。  そのならいを、あやしみ、なつかしみて女は、いく

たびか青き蜜柑をもぎ来て、夕げにむかいけむ。  あわれ、人に捨

てられんとする、人妻と、妻にそむかれたる男と食卓に、むかえば、

愛うすき父を持ちし女の児は、小さき箸をあやつりなやみつつ、父な

らぬ男に、さんまの、腸をくれむと、言うにあらずや。 
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歓  迎 

大 口 弘 和 東名古屋分区ガバナー補佐 



秋刀魚の歌、なんとも一味も二味もあるメールですね。あわれ、秋

風よ、情あれば伝えてよ、この男ありと、この枕詞を使ってメールを

送る、ぜひ挑戦してみたいですね。 

幹  事  報  告  

1.今月は米山月間です。後程月間に因みまして、米山奨学生のラシドフ

ァ，カミラ アフマドジョノフナさんより卓話をして頂きますので、

よろしくお願い致します。また、本日はカミラさんの指導教員の名

古屋大学大学院 国際言語文化研究科 教授 福田眞人様をお招きし

ております。 

2.次回例会(10/19)は大口ガバナー補佐の訪問日です。なるべくご欠

席のないようお願い致します。尚、例会終了後クラブ協議会を行い

ますので、ご出席の方はクラブ計画書を必ずご持参下さい。 

3.半泊與則会長が写真集『遥かな海の小笠原』を出版されました。皆様

に一冊ずつ贈呈されましたので、お持ち帰り下さい。 

ご挨拶をされる 

カミラさんの指導教員の 

名古屋大学大学院 

国際言語文化研究科 

教授  福田 眞人 様 

卓  話 

米山記念奨学会について 

米山記念奨学委員会 

委員長    横田  徳久 

米山梅吉（1868-1946）の偉大

な足跡を偲び、国際親善と世界平和を

願い、当時のロータリアンの強い思い

で、1967 年財団法人が設立。日本全地区による合同奉仕活動として

始まった国内最大の民間奨学事業です。年間の奨学生採用人数は約

800 人、事業費は 14.3 億円（2010 年度決算）。今迄採用した奨学

生は世界 120 ヶ国・1万 6,389 人（2011 年 7月現在）、ロータリ

ーの奨学事業の神髄は世話クラブとカウンセラー制度で、この制度は

半世紀以上続いています。 

この奨学事業はロータリアンの寄付金でまかなわれ、寄付金は普通

寄付金と特別寄付金の2種類で、特別寄付金には表彰制度があります。

又この2種類の寄付には税制上優遇制度があります。このところ2年

間で、寄付実績が下回り、不足分を奨学資金特別積立財産から取り崩

し、補っていますが、これも今年度で最後になります。そのため奨学

会の理事会では危機感を抱き、常に各地区、各クラブ又はロータリー

に関係ないところに働きかけています。もしその年に必要額が集まら

なかったら採用人数が少なくなる事もあります。それが各地区、例え

ば2760地区での寄付額が少ないようなら2760地区に配分される人

数も少なくなるのは当然です。ちなみに我が名北ＲＣでは 1 人当たり

の平均寄付額が 2 万円を超えていますので標準をクリアしてよいので

すが、下回らないようにしていただきたいと思います。これからも会

員の皆様、是非とも米山記念奨学会の寄付をお願い致します。 

日本におけるコレラ流行 

米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナ さん 

今まで名古屋大学で研究したこ

とそして、これから考察したい課題

について発表した。研究の大きな課

題は日本におけるコレラ流行とその社会的影響だが、発表の課題は『日

本におけるコレラ流行と民衆－明治前半期におけるコレラ騒動を中心

に－』だった。その内容とは明治時代において、なぜ民衆が政府によ

るコレラに対する防疫活動を受け入れずに騒動を引き起こしたかとい

う要因の分析だった。それは、コレラ騒動の背景に社会変革時期にお

ける民衆の政府への不信感、死の恐怖というパニック状態、防疫活動

の強制的性格、共同扶助社会での差別の恐怖、また、西洋医師、避病

院、西洋医学の薬剤などを巡り民衆が作り上げた流言という複数の事

情が絡み合ったという事情だ。そして、明治前半期の史料の中で民衆

が祈祷や呪いなどといった宗教儀礼でコレラを追い払おうとする行為

の事例が数多く出てきたことから、これから研究を進みたい方向が見

えてきたことについて話した。つまり、民衆がコレラを災厄として捉

え、その考え方や行為に宗教観念が重要な影響を与えたことから、な

ぜ民衆が医学的薬剤や治療を否定し、流言を作り出してそれに信じ、

病から自らを守るために宗教に拠り所を探ったかという問題である。 

有難う御座いました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん  先日は星川さんの会社へ行きました。とてもステキ

な会社で驚きました。ありがとうございます。 

阿部  美男君    ゴルフ友の会の一泊例会、楽しみにしています。 

伊藤  晋一君    結婚記念日を祝っていただいて！! 

加藤あつこさん  職業奉仕の工場見学、星川さんすばらしい工場とご

親切な見学ありがとうございました。25名もの参加をいただき、また

懇親会もありがとうございました。 

足立陽一郎君   本日はカミラさんの名古屋大学での指導教員福田先

生をお迎えしております。皆様よろしくお願いします。又、カミラさ

ん卓話お願いします。 

【半泊会長、写真集ありがとうございます。】 

尾関  正一君 古川  康司君   

【カミラさんスピーチ、宜しくお願いします。】 

半泊  與則君 小關  敏光君 柴山  利彌君 松岡  三明君 

石黒    勉君 北村紀子さん 横井    登君 岩田  満治君 

渡邉  泰彬君 星川  直志君 西脇  多吉君 梶川  久雄君 

西脇  良一君 宇都木  寧君 木村  雅一君 近藤    朗君 

 


