
                                                                

本日の例会（第１７５２回）    １０／１０（火） 
◆３ＲＣ（錦・守山・名北）合同ガバナー公式訪問が行われます。 

◆ホスト 名古屋錦ＲＣ ◆会場 名古屋ガーデンパレス 

次回の例会（第１７５３回）    １０／１４（土） 
◆ワールドフード＋ふれ愛フェスタ特別例会を行います。 

第１７５１回例会記録     １０／４（水）晴 
◆司   会 祖父江 佳乃さん 

◆斉   唱 君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 R.I.第 2760 地区米山奨学委員会 委員 近藤 久詞様 
 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  174９回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  ６名中 

出席会員数  25名  MAKE UP  ２名 

出 席 率  73.53％  出席率訂正  87.50％ 

会  長  挨  拶 

会長 加藤 あつこ 

皆さま こんにちは。秋空高く、

さわやかな日を迎えております。 

この頃の経済・社会情勢は、内閣解

散・ミサイルの不安・オスプレーの

事件など 相変わらず混乱・先行き

不透明なことが多く、爽やかな秋晴れとは言い難い今日この頃でござい

ます。それはさておき、健康で元気なロータリーライフができる私たち

は幸せだと思います。 

さて ロータリーでは、10 月は、経済と地域社会の発展月間 及び 

米山月間でございます。本日は、米山月間に因みまして 第 2760 地区 

米山記念奨学委員会の近藤久詞様にご来訪いただきました。近藤久詞様

は、わたくしたちの親クラブの北ロータリークラブ 所属の大先輩でご

ざいます。近藤様には、「ロータリー米山記念事業について」と題しまし

て、卓話をして頂きます。先般、卓話のご依頼を申し上げましたところ、

お忙しい中にもかかわらず、快くお引き受け頂き 誠に ありがとうご

ざいます。会員一同 感謝申し上げております。よろしく お願い申し

上げます。 

さて 秋と言えば、スポーツの秋・天高く馬肥ゆる秋、食欲の秋でご

ざいます。本日は、リンゴと日本酒のお話を致します。 

始めに、リンゴからです。クッキングーリンゴ プラムリーをご存知

でしょうか？ 色は、緑色、平たく大きい形、ごつごつした表面、そん

な特徴のリンゴです。プラムリーは、日本では、ほとんど流通していな

い品種ですが、近年徐々に人気が出てきており、料理人やパティシエな

ども注目しているようです。実はこのプラムリーは、イギリスではリン

ゴの生産量の 45％を占めるほどのメジャーなリンゴです。この品種が

できたのは、200 年前、それ以来、現在まで変わらずにイギリスで愛さ

れ続けているリンゴなのです。日本では、リンゴはデザートであり、生

食がほとんどですがイギリスでは生食用のものを「デザートアップル」

調理用のものを「クッキングアップル」と呼び分けています。プラムリ

ーはその「クッキングアップル」の中の一つで「クッキングアップルの

王様」と呼ばれています。その最大の特徴は強烈なまでの爽やかな酸味

とその裏にある深いコクです。また、加熱してもその芳香な香りは飛ぶ

ことなく、ジャムやパイは、もちろん、スープ、ソースのほか、塩のき

いた料理にも使われます。中でも肉料理との相性は抜群で、強い酸味は

アクセントとなり、肉の旨みをひきたててくれます。そんなプラムリー

に目を付けたのが、長野県にある小布施町です。1991 年に商業栽培を

開始し、現在では、日本でも熱烈なファンが増えてきているそうです。

200 年前から変わらず、イギリス人を魅了し続け、日本でもファンの心

を掴んで離さないリンゴをご賞味ください。続いて、日本酒Nの話です。 

皆さま、中田英寿 元サッカー選手をご存知ですよね。彼が現役を引

退して 10 年になりますが、現在は企業家として日本酒のプロデュース

に取り組んでいることが話題になっています。日本にある 300 以上の

蔵元を訪れた経験から、独自の日本酒ブランド「N」を立ち上げていま

す。日本酒Nは、シンガポールで1本17万円という高価格で限定1,000

本のみ販売されています。中田氏は、世界を巡る旅の中で、欧米ではこ

こ数年日本食ブームで和食とセットとなる日本酒の需要も上がっている

ことを肌で感じたそうです。しかし 海外のレストランで提供されてい

る日本酒は、ラベルも日本語、種類や特徴など日本酒の知識も浸透して

いないため、品質の管理も不十分。帰国後、世界からの需要と日本の蔵

元の声をマッチさせようと立ち上がりました。中田氏がプロデュースし

た日本酒 N ,海外の人が、覚えやすいようネーミングに工夫、一定の品

質管理を保てるレストランにしか卸さないというルールも設け、上質の

日本酒の提供を徹底しています。また、ワインが世界へ広まったきっか

けとなったワインセラーに着目し、日本酒セラーも独自開発しています。

目指すのは日本酒が、ワインのような市場になるよう、日本酒を海外で

提供し、日本酒のブランディングの土壌を築き、日本を元気にしようと

走り続けているそうです。 

10月 4 日：今日は何の日 

1872 年：「富国強兵」のモデル、富岡製紙工場が、操業開始 

1969 年：ドリフターズの［8時だよ！全員集合］の放送開始 

1982 年：「笑っていいとも！」がスタート 

1957 年：史上初の人工衛星 ソ連の［スプートニク 1 号］の打ち上げ

に成功した。直径 58 ㎝、重量 83.5 ㎏の球体で、4 本のアンテナ温度

や気圧を測定した。地球 1 周 96 分 12 秒で回り続け、翌年 1月 4 日

に消滅した。この 2 年後の 1959 年同日に、ソ連の月探査機ルナ 3 号

が打ち上げられ、月の裏側の写真撮影に成功している。                         
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～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．１４ 

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：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



卓話  

「ロータリー米山記念事業について」 

国際ロータリー第 2760 地区米山奨学委員会 委員 近藤 久詞様 
 

 

 

 

 

 

 

１０月が米山月間ですので少しお話させていただきます。東京ロータリ

ークラブ創始者である米山梅吉氏の没後、彼の功績をたたえるための記

念事業として、東京ロータリークラブによる米山奨学制度が１９５２年

に設立されました。「将来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日

本を世界に理解させるためには、海外から一人でも多くの留学生を日本

に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうしかない。それこそ日本の

ロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか。」当時のロ

ータリアンの思いがこの言葉に表れています。そして、その後米山奨学

事業は全国に広がりました。６５年の歳月が流れましたが、設立当初の

ロータリアンの思いは今でも脈々と受け継がれています。留学生を支援

する国内最大の民間奨学団体、毎年のロータリアンの寄付だけで成り立

っている米山、まさにロータリアン一人一人が主役の事業といえると思

います。会計報告も毎年きちんとされています。皆さんからの寄付はす

べて奨学事業に使われ、本部事務局経費は基金等の運用益でまかなわれ

ています。「民間外交として世界に平和の種をまく」という米山の使命は、

６５年前から一貫して変わっていません。東北大震災の時も、海外の学

友会から多額の見舞金が送られてきたことは皆さんもご存じのことと思

います。日本に留学している学生たちは、みんな日本が大好きです。特

に米山に出会えた学生たちは、ロータリアンとの交流の中で成長してい

きます。米山を卒業し、学友になって初めて米山奨学事業の成果が問わ

れます。ぜひ、世話クラブの皆様には、学生たちを見守ってほしいと思

います。将来のロータリアンのために。 

幹 事 報 告 

１．今月は米山月間です。本日は、国際ロータリー第２７６０地区米山奨

学委員会委員 近藤 久詞様をお招きしております。後程月間に因みま

して卓話をして頂きますので、よろしくお願い致します。 

２．また、受付にて米山月間募金（２,０００円）を行っておりますので、

ご協力お願い致します。 

３．前年度の国際ロータリー第２７６０地区東名古屋分区Ｉ.Ｍ.の報告書

が届きましたので、同封致しました。 

４．ロータリー財団への寄付申込書（年間１５０ドル）を同封致しました

ので、１０月２０日（金）までにご提出ください。なお分割寄付をご希

望の方は、必ず分割額をご提示下さい。 

５．来る１１月８日(水)は昼間例会を変更して、当クラブホストにより半

田南ＲＣとの合同夜間例会及び懇親会が開催いたします。本日、出欠票

を同封致しましたので１０月２０日(金)までにご提出下さい。 

６．次回例会（１０/１０火）は、３ＲＣ合同神野ガバナー公式訪問とな

っております。午後１２時３０分より名古屋ガーデンパレス（３階「明

倫の間」）にて行います。なお、１０月１１日（水）の例会を変更して

おりますのでお間違えのないようお願い致します。 

７．本日は、夕方より職場見学会を行います。後程、玉置職業奉仕委員長

より最終案内をしていただきます。ご参加の方はよろしくお願い致しま

す。 

委 員 会 報 告 

・職場見学会最終案内      （職業奉仕委員長 玉置 正樹） 

誕 生 日 

10/1  横井 登君     10/12 北村 紀子さん  

10/13 加島 光君     10/18 西脇 良一君  

10/21 小關 敏光君    10/27 梅村  篤君 

10/15 加藤 昌之君ご夫人 10/24 遠藤 友彦君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

10/3  西脇 良一君    10/21 星川 直志君  

10/21 入江 由希子さん   10/25 宇都木 寧君  

10/30 伊藤 晋一君 

二 コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー第 2760 地区米山奨学委員会 委員 近藤 久詞様 

本日は米山卓話にお邪魔しました。よろしくお願いします。 

横井 登君 

誕生日を祝っていただいて！ 

伊藤晋一君  岩田  滿治君 

結婚記念日を祝っていただいて！ 

祖父江 佳乃さん 三条白根ＲＣでお話をさせて頂きました。関根会長が「み

な様にどうぞよろしく」とおっしゃっておいででした。 

【本日はすがすがしい秋晴れです。米山月間に因みまして、近藤久詞様の卓

話を頂きます。よろしくお願い申し上げます。】 

 

― 職業奉仕委員会 職場見学会を実施 ― 

職場見学会：ミッドランドスクエアシネマ 

懇親会：涵梅舫（カンメイホウ） 
 

加藤あつこさん 梶川 久雄君 玉置 正樹君 北村紀子さん 

尾関 正一君 宇都木 寧君 斉藤 裕也君 平子 明資君 

西脇 良一君 足立陽一郎君 杉浦 定文君 梅田  渉君 

梅村  篤君 阿部 美男君 石黒  勉君 入江由希子さん 

小關 敏光君 西脇 多吉君 加藤 昌之君  


