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本日の例会 一一一

第1822回2021年(令和3年)8月17B(火）
設されました。定火消は与力に同心、そして臥煙（がえ

ん）と呼ばれる火消人足あわせて100名強で組織され、

江戸城の防火消火に従事していました。

この定火消の他に、幕府の命により各大名に組織され

た大名火消が組織されていました。しかし、定火消も大

名火消も、江戸城や大名屋敷などを火事から守るための

もので、町家を火から守るための消防組織は確立されて

いませんでした。そこで江戸時代中期の、八代将軍徳川

吉宗が、江戸南町奉行の大岡越前守に命じ、木造家屋の

過密地域である町人域の防火体制再編のため、 1718年

（享保3年）には町火消組合を創設して防火負担の軽減

沈支雲臺の日

先回の例会”…………………~…………………~……“

第1821回2021年(令和3年)8月3日（火)E

卓話「制服について（人の見た目と第一印象）」

会員中村明文君

◆君が代

◆我らの生業

◆出席報告

正会員 31（28）名出席23名

出席率 82． 14％

を図り、 1720年、 （享保5年）にはさらに町火消組織を

時代劇で育名な「いろは四十八組」（初期は四十七組）

の小組に再編成しました。また忠相は、瓦葺屋根や主亘
など防火建築の奨励や火除地の設定、火の見制度の確立

などを行います。町組織としての火消組である店火消

（たなびけし）の編成替えは、町火消「いろは四八組」

を設置させたことが今日の消防団の前身であるといわ

れています。

町火消は主に、火事現場に水をかけて火を消すよりも、

河合幹事報告

1）本日の配布案内①WFFチケット購入協力のお願い

②ガバナー補佐訪問例会案内③□－タリーの友8月号
④ガバナー月信8月号

2）7月理事会承認報告

3）高校生ボランティア・アワード2021に桜花学園IAC

が出場されます。今年もweb投票大会で8月1日～14

日まで全国各エントリ－校の活動を動画とポスターで

紹介しています。ぜひご覧頂き「動画」 「ポスター」と

も投票して応援宜しくお願い致します。

4）次週は休会です。次回例会は8月17日。例会後に年

次総会を執り行いますのでご予定下さい。
7日～15日事務局休館､緊急のご連絡についてはポケ
ット名簿の緊急連絡網に沿ってご連絡いたします。

火事の延焼をくい止めるために、火事現場のまわりの

家ﾉﾏを取り壊してしまうことを優先したいわゆる「破壊

消防」が中心で、－股の町人では難しかったため、町火

消は大工やとび職の人が中心になっていました。延焼止

めの破壊消火（除去消火法）が主流だったため消火道具

も蔦□や掛矢､鋸と呼ばれるものが主力でもありました。

これが現在の消防団の原点といえるでしょう。町民の間

でも纒は消防のシンボルとして広く認知されるように

なりました。現在の「まとい」が確立したのも、町火消

が登場してからです。今でも消防団のシンボルとして、

纒は消防団員の心の支えになっています。
余談ですが、忠臣蔵の赤穂浪士が討ち入りの時に火事

装束に身を固め、 「火消し」にカムフラージュして吉良

邸に討ち入ったのは有名な話です。

各火消組に「いろは」等の名前を付けたことにより、

お互いの名誉にかけて競い合って働くという結果が生

じ、消防の発展に多大な成果を得ることとなりました。

町火消は町奉行の監督下にあったものの、純然たる自治

組織であり、経寶の一切が町負担で、組織、人員等も町

役人の自由に委ねられていました。しかもその費用は、
ほとんど器具設備等の購入に費やされ､組員は無報酬で

した。

そのころの村落部の消防については、駆付消防が主で
城下町のような組織的なものはありませんでした。

足立会長挨拶

消防団の歴史江戸時代

消防団の歴史は古く、江戸時代になる

と江戸の街の過密化は一気に進み、

「火事と喧曄は江戸の華」とたとえら
れるくらい江戸の街には火災が多発

し､常に火事に対して十分な備えを持

たねばならなくなりました。

(萬治元年)、幕府は四名の旗本に「江戸そこで1658年（萬治元年)、幕府は四名の旗本にI江戸

定中火之番」を命じ、最初の公設消防である定火消が劃

会霊テーマ臓瀧薙瀦迩灘縦輪潅慰げ熱し《蕊雲し潅回'一識リーライフを』 本識臓蒋鏥紙を使朔しで鱈剛謹瀧。



てこよなく、めでていました。その梅は主を慕って太宰

府まで飛んで行ったという伝説があります。太宰府天満

宮の境内には約6000本の梅があり、九ﾘ1'lの梅の名所に

なっていますが、中でも有名なのが、本殿の前、向かっ

て右にある飛梅で、これが京都から飛んできたという伝

説の梅なのです。

是非、博多にお越しの際には、美味しいものをいっぱい

食し、天神様をおまつりする全国12000社の総本宮の

大宰府天満宮をお尋ねしていただきたく思います。

続きまして、制服について。制服のはじまりですが、

明治時代初期は学校制度がなく、学びの場としては藩校

や私塾が一般であり、特に制服は定められていませんで

したが、和服に下駄姿で風呂敷を持ち、学生帽をかぶる

というのが一般学生の典型的なスタイルでした｡制服と

して服装が統一されたのは、 1870年代に学習院が海軍

式制服を採用したのがはじまりとされています。

昨今､世間では学校制服の不要論を耳にすることも少な

くありません。逆風があります。しかし、制服は、社会

に出る前の子供達の青舂時代・人格形成期には欠かせな

い大きな・多くの役割を担っています。

全国の年齢10代から60代の1800人の調査では「あっ

たほうがいい」 （49~1％）と「どちらかと言えば、あっ

たほうがいい」 （408％）をあわせると、約9割が学校

制服は必要だと回答しています。

それでは、制服の役割となぜ、学生は制服を言ているの

か？について一部ご紹介致します。

制服は､何をする人か？どの集団に属している人か一目

でわかる効果があります。正しい言こなしは身も心も引

き締め、自分自弓の心理や行動に良い影響を与えてくれ

ます。実際の実験データをご紹介致します。横断歩道で

タバコの吸い殻拾いを行いました。 1回目は私服で、2

回目は清掃員の制服を善用して。結果は、私服時よりユ

ニフォーム言用時の方が、吸い殼を拾ったか数が約3倍

になりました。この結果のように、服装の違いは自分自

身の心理と行動に大きく影響を与えます。
次に、なぜ学生は制服を言ているのか？

服には大きく分けて3つのジャンルに分けれます。

プライベートウェア・フォーマルウェア・オフィシャ

ルウェア。これらをTPOに分けて善用します。

制服はご存じの還り、オフィシャルウェアです。公的な
場での服装であり、周囲の視線を意識して言こなすモノ

です。また、学校を表すシンボルマークでもあり、学校

への帰属意識や仲間意識を高めます。

服装と関わりの大きい人の第一印象について

初対面の人の第一印象は6秒で決まってしまうと言われ

ています。また、第一印象は、そのまま他人に、その人

の最終的に抱かせてしまう印象（93％）でもあると言

われています。また、第一印象は、そのまま他人に、そ

の人の最終的に抱かせてしまう印象でもあると言われ

ています。話の内容や、声・話方などよりも、服装・表

情・姿勢などの外見が第一印象を決定づける一番の要素

と言う事です． 「中身」が同じでも、 「外見」が違うだ

けで、第一印象は大きく変わってきます。よって、第一

印象を良くするためには、日頃からの心掛けが最も大切
と言えます。

是非、制服不要論を耳にされた際には、とんでもない！

と、一刀両断していただければと思います。

有難うございました。

この駆付消防は、古くは「大化の改新」後の5戸制度

を起源とする5人組と現在の青年部ともいうべき若者組

が当たりました。

卓話

｢制服について（人の見た目と第一印象）」

会員 中村明文君

私の会社紹介と日頃学校等で取り組

んでいるセミナー内容をお話させて

いただく事に致しました。

先ず、本編の前にせっかくいただき

ました機会ですので、改めて自己紹

介をさせていただきます。鋤

出身地は、岡山県倉敷市、年齢は54歳になります。仕

事の転勤の関係で、現在は、福岡県糟屋郡に在住してい

ます。子供は野郎二人、共に成人しています。趣味は、

これと言って人に自慢するほど極めているものはなく、

とにかくじっとしておくのが苦手でアウトドア派です。

お酒は好きです1名古屋の地に来て3年が経過しました。

睾身赴任4年目に突入です。コロナ禍でもあり、聿皇赴

任生活を満喫出来ていませんが､状況を見ながら徐々に

と思っています。もちろん、□－タリーの懇親を深めさ

せていただく機会も積極的に参加していきたいと思っ

ています。どうぞ宜しくお願い致します。

本日の内容は、皆様も一度は必ず袖を通したご経験の

ある制服に関しまして、 「制服（服装）と人の見た目と

第一印象の関係性について」お話を進めていきたいと思

います。

先ず初めに、会社紹介をさせていただきます。

会社名は、菅公学生服株式会社です。

社名の通り、日本のユニフォーム文化の象徴、学校制服

や体操服を、製造しており、学校生徒皆様の学び。そし

て夢を応援している制服メーカーです。本社所在地は、

岡山県岡山市で、従業員数は約2800名、販売拠点は全

国58ケ所、生産拠点は19ケ所で、大谷理事長先生の桜

花学園様をはじめ、取り扱い実績は約15000校、全国

の3人に一人は弊社の商品を善用いただいています。

創業は167年になります。参考までに、世界では100年

以上の企業が約80,000社あると言われており、日本に

は100年以上続く老舗企業が約33000社あると言われ

日本の比率は、約40%だそうです。200年以上になる

と､世界では2060社で､そのうち､日本の比率は約65%
の1340社だそうです。

社名についてですが、学生服メーカーとして、平安時

代に政治家・学者として名を残し、害の三聖としても知

られています「学問の神様菅原道真公」にあやかりま

して、社名及び基幹ブランドをカンコーとしています。
しかし、道真公は皆様もご存じの還り、無実の罪に問わ

れて、九ﾘ'l'lの大宰府に突如左遷させられたました。その

流罪の途中に、弊社の旧本社所在地の岡山県倉敷市唐琴

へ立ち寄ったとの記録があり、天満宮ゆかりの井戸と呼

ばれるものも実際にあります。 何故、ゆかりの井戸か
と申しますと、道実公が立ち寄った際に杖を地面に付い

たら水が沸き出たという言い伝えがあるとの事です。

また、ロゴマークも道頁公の有名な飛梅伝説にあやか
つています。道舅公は、左遷される前、自宅に梅を植え
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から､年1回(7月のみ)の開催(7月懇親会）

東名古屋分区運営会議／2022-23年度ガバナー補佐
に当クラブ､池森由幸君が正式に承認されました。

10.名古屋市内社会奉仕委員長会議報告

名古屋宮の杜RCが入会､名称が名古屋市内ロータリー
クラブ社会奉仕委員会に変更｡今期の拠出金に関して
は､事業を行わないため徴収無し。

小林英毅／オリンピックも半分経過しました。

今夜､サッカー代表はスペインと対戦する大一番で
す。今日勝てば優勝できるのでは？

松岡多加倫／逆転勝ちが多い侍ジャパンの今回
のオリンピックの試合を観ていて思うのは、これが

有観客試合だったら、どれ程感動的だったかという

事で、無観客はやはりあまりにも残念です。

中村明文／皆様、こんにちは。本日の卓話は可

能であればご丁菫にお断りしたかったのですが。。。

お聞き苦しい点がございますがよろしくお願い致
します。

渡邊源市／昨日は野球の応援で盛り上がりまし

たね。がんばれ日本！

伊藤健文 会員誕生日お祝い

足立一郎 長谷川亨 加藤重雄

河合隆史 牧野登志子 大口弘和

太田和孝 大谷 恩 笹野義春

重見有美 志水ひろみ 鈴木聖三

舎人経昭 吉田 玄

19件|合計58,000RI

第9回｢ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」

開催延期のご連絡

今週の例会時に｢ワールドフード＋ふれ愛フェスタ｣につ
いてご案内､協賛チケットご購入のお願いをいたしました
ところですが､この度地区WFF実行委員会より開催延期

のお知らせがございましたのでご連絡申し上げます。

開催延期とのことですので､協賛チケット･協賛広告に
つきましても改めて会期日程決定の際には､ご購入のご

協力をお願いいたしたいと存じます｡何卒よろしくお願い
申し上げます。

ー一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一1■■■－■Ⅱ■■－－－－〆
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'第1回理事役員会議事録 7月27日(火)’
第9回WFF開催延期のご連絡

各クラブにおかれましては､既にWFF開催に向けてご協力

をいただいているところではございますが､昨日のWFF実

行委員会にて､新型コロナ感染症の感染状況を鑑みると､1

0月9日･10日の開催は断念せざるを得ない状況との判断

に至りました｡ただ､今年度内には延期開催させていただく

前提で開催方法を模索してまいりますので､その折にはよ

ろしくお願い申し上げます。

また､今年度は｢カーボンゼロ｣のガバナー地区方針に則

り､各クラブ1本の植樹をWFF事業の一環として実施予定
です｡植樹の実施時期はWFF開催に合わせて考えており

ますが､植樹場所･植樹木の種類などは各分区ガバナー補

佐と相談してご準備いただくようお願いいたします｡植樹費

用につきましては､基本的に地区(WFF)負担とさせていた

だきます。

新型コロナウィルス感染症の再度の拡大により､難しいクラ

ブ運営が予想される中ではございますが､引き続き地区事

業にご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ガバナー 沓名俊裕

第9回WFF実行委員長神野重行

アドバイザー 伊藤靖祐

【承認事項】

l.第9回ワールドフード＋ふれ愛フエスタ(10/9･10開催）

協賛チケットの件

各会員2枚以上のご購入をお願いする｡8月第1例会で

会員各位ご案内､8月末までに取り纏め

2．2022－23年度東名古屋分区幹事選任の件

（2022-23年度分区幹事1名の選任）

分区運営会議にて2022-23年度ガバナー補佐に､池森

由幸君が正式に承認されました｡それを受け該当年度分

区幹事に足立一郎君をクラブより選任｡また､クラブ内に

おいて分区幹事補佐として太田副幹事を推薦。

3.会計監査の変更に伴い役員および委員の変更について

会計監査：三好君から伊藤健文君へ

公共イメージ向上､および会員増強委員会：副委員長を

伊藤君から渡邊源市君へ変更

4.千種RC創立40周年記念式典､および東名古屋分区

1．M.開催日程について

創立40周年記念式典日程:2022年10月7日(金)、

1.M.日程:2023年2月28日(火)を予定。

5.｢立法案｣提出の件

クラブからは提出無し

6.2024-25年度ガバナー候補の推薦について

クラブからの推薦は無し

7.7月静岡県熱海豪雨災害(2620地区)義損金について

二コ財源の｢特別基金積立金｣より35,000円を義損金と
して協力支出する。

8.前年度決算書および今期予算書（7月7日監査済）

9.東名古屋分区幹事会および運営会議決定事項報告

東名古屋分区幹事会決定事項／今後､幹事会ホストクラ

ブは1年交代とする｡年3回(7月11月5月)の幹事会

次回例会: 2021年(令和3年) 8月24B(火) 12BO名古屋東急ホテル4F雅の間

桜花学園高等学校インターアクトクラブ活動報告



高級お菓子を送ってくださるお菓子メーカーのロータリ
アンなどなど……。

ロータリークラブのありがたさ､ロータリアンの友情に感

謝の日々です｡子ども食堂や学習支援の運営者さんから

は､「□一タリークラブのおかげで活動を続けられる｣とい

った感謝のお言葉もたくさんいただき､奉仕活動の原動
力となっています。

仏.G九．4．－卜．qL－し.〈LcqL.ご生.･0重.合し｡、し．÷.今.QL－､い､必.勺し､－Q‐.｡ル･･し-凸坐.｡R芦. q&P

☆ロータリーボイスに名古屋名東RC藤野直子氏の記事

が掲載されておりますので以下ご紹介いたします。

最新記雲なロータリーHPからこ覺FLIただｿﾌまず
/7rrpsγγWI,1/ﾚ1/e/Ora/Zj/ZO/豆〃a

’https://rotarybIogja.org/
現実にひそむ｢子どもの貧困」

ここ数年､マスコミでも｢子どもの貧困｣が取り上げられる

ようになりました｡厚生労働省の国民生活基礎調査によ

ると､2018年の子どもの貧困率は13．5％､なんと7人

に一人のお子さんが､目安とされる基準を下回る困難な

ご家庭で暮らしているのです｡その基準というのは､『世

帯所得の中央値の半分』ですから､実際には､この数字に

現れないご家庭でも､厳しい生活をなさっている方がと

ても多いと感じています。

そして､悲しいことに､経済的な貧困は､"経験の貧困"を

も引き起こしています｡家族での海水浴やバーベキューな

どの経験がないお子さんも多いのです｡そこで､今年3月、

ロータリー財団の地区補助金を活用して､『農業体験とバ

ーベキュー』を行い､子ども食堂とつながりのあるお子さ

んたちを招待しました｡｢母と子だけでは､バーベキューを

したことがないから､とっても楽しかった｣など､たくさん

の感想が寄せられて､お子さんたちの心に少しは寄り添

うことができたかなと感じております。

＋ロータリーボイス

世界で行動する人びとの体験談とストーリー

子ども食堂と歩むロータリークラブ
寄稿者:藤野直子(名古屋名東ロータリークラブ会員）

7~19．2121

皆さんは､｢子ども食堂｣をご存知ですか？

夏休みに､一日の食事がバナナだけ｣というお子さんがい

ることを知った東京都大田区の八百屋さんが､ご飯を食

べさせてあげたことから｢子ども食堂｣は始まりました｡そ

れから9年､今では日本中に､約5000カ所もの｢子ども

食堂｣ができました｡地域のボランティアグループなどが

運営する子ども食堂では､無料または安い金額で食事を

用意しています｡本当に空腹なお子さんもいれば､わいわ

い楽しいから来るお子さんもいます｡｢こども食堂が､唯

一の外食｣というシングルマザーの親子も来ます｡｢一人

で食べるご飯はつまらない｣と言って､子ども食堂のボラ

ンティアをしてくれるおじいちゃんもいます｡学校には足

が向かない中学生がお子さんの遊び相手になってくれた

り､大学生が宿題を教えたり､それぞれの思いやりと優し

さが集まって"心休まる居場所"となっているのが｢子ど
も食堂｣なのです。

｢愛知子ども応援プロジェクト｣に生まれ変わる

これまで､「ロータリー地域社会共同隊(RCC)｣として活

動してきましたが､活動範囲が広がるにつれ､RCCとし

ての活動の枠を越えるようになりました｡このため､これ

からはRCCとして築いてきたこの支援ネットワークを生

かし､｢愛知子ども応援プロジェクト｣としてもつと積極的

に活動を行っていくこととなりました。

現在は､約160名の心強い地域ボランティアがいます。

地域に寄り添うボランティア､情報を持つ行政､支援する

ロータリー｡この協力体制がとても大切です｡食料支援は

もちろんのこと､進学支援･就業支援にも取り組んでいき

ます｡きちんとした教育を受けられず､満足な仕事に就け

ない｢負の連鎖｣から､ひとりでも多くのお子さんを引っ

張り出してあげたいと考えています。

先進国における｢子どもの貧困｣は､見えづらいのが現実

です｡"赤信号･黄色信号"のお子さんも､"青信号"のふり

をして､我慢して頑張ってしまいます｡皆さんの近くにも、

そんなお子さんがいらっしゃるかもしれません｡気になる

お子さんがいたら､近くの子ども食堂を教えてあげてく

ださい｡そして､子ども食堂をぜひ､支えてあげてくださ

い｡キーワードは｢つながり｣です｡一つひとつの小さなつ
ながりが､大きな輪になっていくことを願っています。

ロータリーで広がった子ども支援活動

｢子ども食堂をやりたいけど､自分ではできないなぁ～、

そうだ！それなら､子ども食堂の支援をやろう！」そう

思い立ったのが4年前。

愛知県内の子ども食堂運営者さんたちのネットワークを

支える形で、

CommunityCommunity

｢ロータリー地域社会共同隊 ｣(Rotary

Corps､略称RCC)を結成しました｡今で

は､子ども食堂のみならず､学習支援団体､ひとり親支援

団体､生活困窮者支援団体や行政などとも連携して､子

どもの貧困や教育格差に立ち向かう奉仕活動を行ってい

ます。

2020年のコロナ禍の中､この奉仕活動は大きく広がり

ました｡子ども食堂は､フードパントリーや宅配弁当など

で､地域の食を支えるようになったのです｡そのためには、

たくさんの食料支援が必要でした。

さあ､ロータリークラブの出番です！

私が所属している国際ロータリー第2760地区(愛知県

全域)すべてのクラブに､｢食料支援のお願い｣を送ったと

ころ､たくさんの食料品が次から次へと届き､子ども食堂

から地域の方々八配られました｡今でも食料支援は続き、

ありがたいことに､クラブを越え､分区を越え､どんどん

規模が大きくなっています｡例会が休会になった資金を

充ててくださったクラブ､毎週冷蔵便でお惣菜を配達し

てくださる食品メーカーのロータリアン､毎月たくさんの

お米を送ってくださるロータリアン有志の会､季節ごとの

÷．●．-金、4．今．金．●．●、÷．･し．金．Q企．ふ．ぶ．●．÷．今．4．斗．●．÷．●．●．÷


