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本日の例会（第１８３７回） ８／２１（水）

蒲焼きが確立したのは１８００年代のことではないかと言われていま

◆クラブフォーラムを行います。

す。 とすると、 うなぎを食べ始めてから１３００年、 蒲焼きになって

次回の例会（第１８３８回） ８／２８（水）

から２００年ということになります。 よく言われますとおり、 関東風は
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腹を切ることを嫌った」 というのは、 誰かウィットに富んだ人が考えた
俗説です。 関東風では、 一旦素焼きをしてから強火で蒸して余分
な脂を落とすという過程を経るのですが、 腹から割いた場合、 蒸す
過程で外側の身が割れて串から外れてしまうため、 外側が厚くなる
背開きが好まれたということらしいです。 名古屋近辺にもうなぎのお店
は多い。 殊に、 関、 多治見、 瀬戸というような 「火を使う仕事」
に携わる人が多い地域に、 見られます。 それは、 「夏場に油物を
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背開き、 関西風は腹開きで割きます。 「武士の街である江戸では
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食べる必要」 から、 と言われます。 もちろん、 汗をかいて一生懸命
働く職人さんには、 うなぎは美味であったでしょう。 しかし、 そこには、
「滋味に溢れ、 調理に手間を要する食事をとる贅沢」 ができる、
「経済」 が存在したのだろうと思います。
「地場産業がお金を生み出した」 「しっかり食べてしっかり働けば、

会長挨拶
会長

近藤

朗

ますます儲かる」 という構造があったのだろうと推察します。
「うなぎと仕事」 という観点でいいますと、 「お客様と少し贅沢な食事
をする」 という場所として、 うなぎ屋さんは欠かせません。
私の父は、 陶器の製造販売の仕事をしていましたが、 ご贔屓は、
東区山口町の 「西本」 でした。 赤塚等、 その近辺には、 陶器商
が沢山、 店を構えていたといいます。
また、 私が裁判所で研修していたときに裁判官に連れて行かれたのは
「木屋」 というお店でした。

文字どおり、 「猛暑」 が続いています。 夏には欠かせない 「うなぎ」

今の市政資料館、 かつての名古屋高等法院のすぐ西にあるお店です。

の話をします。 今年の 「土用の丑の日」 は、 ７月２７日だったそ

仕事仲間やお客様とのちょっとした贅沢の場として、 業界毎に贔屓の

うです。 「うなぎを食する」 という記録は奈良時代初め、 ７００年

うなぎ屋さんがあるというのは、 興味深かったです。

代初頭から見られ、 「夏やせにはうなぎが効く」 というような内容まで

また、 そのように、 代々、 引き継がれていく信用というのは、

あるそうです。 調理法については、 「割いて、 骨を取り除いて、 串

羨ましいし、 見習いたいとも思いました。

を打つ」 という方法が登場したのが、 江戸時代、 １７００年代で
当初、 「味噌」 や 「酢」 を付けて味付けしていたのが、 千葉の野
田で関東醤油が作られ普及するのに伴って、 醤油につけて食べる、

幹事報告
１．9 月 11 日（水）、 名古屋東急ホテルにて行われます名古屋錦との

その後、 今のように、 醤油、 みりん、 酒、 砂糖を使ってタレを使

合同夜間例会の出欠票を同封致しましたので、 8 月 21 日（水）

って蒲焼きにするという方法に向かっていくことになります。

までにご提出下さい。 費用につきましては、 当日にお支払い下さい。

卓話

２. 8 月 1 日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が 1 ドル 108 円
（7 月︓108 円）に変更される旨、 国際ロータリー日本事務局より

「西洋絵画の秘密 巨匠たちはこの世界をどのように描いたのか︖」

連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。

愛知県立芸術大学 准教授 白河 宗利様

３. ロータリー日本財団より、 個人寄附の確定申告用領収証が
届きましたので該当の方に同封しております。
４. 8 月 22 日午後 6 時からゴルフ友の会総会と合わせて近藤会長
就任のお祝いを行います。 ゴルフ友の会会員の方には先週出欠票
を配布しましたが、 非会員の方にも配布しております。
8 月 15 日（木）までにご提出下さい。
５. 来る 11 月 9 日（土）・ 11 月 10 日（日）、 ホテルナゴヤキャッスル
にて地区大会が開催されます。 出席義務者の方には出欠票を同封

西洋絵画には、 レオナルド ・ ダヴィンチに代表される古典技法と

致しましたので、 8 月 21 日（水）までにご回答をお願い致します。

呼ばれる写実的表現からパブロ ・ ピカソのように自由闊達に絵具を

また、 出席義務者以外の方で参加希望の方は事務局までお申し出

扱った現代的表現があります。 美術館に絵を観に行くと様々な

下さい。 地区大会 PR で配布しましたパンフレットをご確認下さい。

時代の作品が混在されて展示されていることがあると思いますが、

大会第 1 日目 2019 年 11 月 9 日（土）

作品にはその画家が生きていた時代が影響し表現としての技法に

【青少年フォーラム】 受付 9:30 開会 10:00 閉会 12:30

反映されているものです。 今回の講演では、 西洋絵画の歴史を

◎12:30 ～ 13:30 まで友愛の広場①にてお飲み物 ・ 昼食ビュッフェのご用意がございます。

紐解きながら古典的な写実表現から現代的な表現に移っていった

※上記青少年フォーラム参加者限定

過程をわかりやすく解説し、 その分岐点を探ります。 そこには写真

【本会議】 受付 14:30 開会 15:00 閉会 16:30

技術の発明と深い関わりがあることや絵具の進化が影響しています。

◎14:00 ～ 14:55 まで友愛の広場②にてお飲物 ・ クッキーのご用意がございます。

当時の画家たちは、 「目に見える対象を絵画にする」 という難題を

【ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会】

解決するために哲学や色彩学などの理論を取り入れながらその技法

受付 16:50 開会 17:30 閉会 19:30

を完成させていったのです。

大会第 2 日目 2019 年 11 月 10 日（日）

巨匠たちが描いた写実的表現の絵画は、 どのような思考や技法で

【本会議】 受付 9:30 開会 10:00 閉会 16:00

描かれたのかを探りながら 「西洋絵画の秘密」 に迫ります。

◎9:00 ～ 9:55 まで友愛の広場①にてお飲物 ・ 軽食のご用意がございます。

誕生日

◎11:30 ～ 12:55 まで友愛の広場②にてお飲物 ・ 昼食ビュッフェのご用意がございます。

登録料
本会議︓会員 12,000 円 ご家族 6,000 円
R.I. 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会︓お一人 20,000 円

８／８

宇都木 寧君ご夫人

８／２４

梅田 渉君ご夫人

青少年フォーラム︓無料

ニコボックス

出席義務者
【第 1 日目 (11/9)】
◆本会議︓地区役員、 地区委員長及び副委員長、 各クラブ会長 ・ 幹事
◆R.I. 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会︓地区役員、 地区委員長、

尾関 正一君 団子よりタンゴでした。
渡邉 泰彬君 県芸大 白河先生にお願いしています。
梅村 美知容さん 9 日東急ホテルで 12︓30 北 RC に RI 会長
マーク ・ ダニエル ・ マローニーさんがみえます。

各クラブ会長 ・ 幹事
◆青少年フォーラム︓地区役員、 地区委員長及び副委員長、
地区青少年関係委員会委員、 各クラブ会長 ・ 幹事、
各クラブ青少年奉仕委員長
（出席推奨︓各クラブ青少年関係委員、 入会 3 年未満の会員）

【第 2 日目 (11/10)】
◆本会議︓地区役員、 地区委員長及び委員会委員、 各クラブ会長 ・
幹事 ・ 役員 ・ 理事、 その他各委員長、 入会３年未満の会員

【本日は、 白河宗利さんにお話を頂きます。 楽しいためになる
お話をきけるそうです。 楽しみましょう。】
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合計 27,000 円

