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弟 ◆ロータリーソング‘奉仕の理想，

◆ゲスト紹介 2名

オーケン株式会社代表取締役松岡奈緒様

オーケン株式会社総務課主任損尾美咲様

◆出席報告

正会員 29(25）名出席21名

出席率 84.00%
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第1849回2022年(令和4年)4月12日（火）晴

|臺良従業員表彰

’ 河合幹事報告

1.本日の配布案内：地区研修協議会名札（登録者）

地区研修協議会当日のご案内

2本日例会終了後クラブアセンブリーおよび理事会を

閏催いたします。今期・次期の理事役員および各委

員長は4F栄の間にお集まりください

3明後日14日は料亭松楓閤での舂季家族会です

4.次週19日は通常の例会、3F錦の間が会場です

5.4月23．24日のWFF会場での追加チケット販売、

メークアップカード配布場所についてのご案内

◆新会員入会式

新会員山村雅美（やまむらまさみ）さん紹介

新会員山村雅美さんより入会宣

誓書の読み上げ､宣誓書にサイン。

足立会長より担当委員会発表と、

の認証書読み上げ､ラペルボタン、

バッジの進呈。

【担当親睦委員会】
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山村雅美（やまむらまさみ）

1969（昭和44)年4月30日

岐阜県土岐市泉寺田町2－12

名古屋市千種区三ケ丘元町14－14

1tL 052-783-1111

株式会社名古屋三越

星ヶ丘店長

百貨店

岡本修

氏名

生年月日

住所

事業所

’犀ウ会長挨拶

皆さんこんにちは。

本日は、ゲストにオーケン株式会社

代表取締役松岡奈緒様、同じく総務

課主任横尾美咲様、ようこそお出で

下さいました。後程、職業奉仕彰を受

けて頂きます。

名称

役職

職業分類

推薦者 そして、株式会社名古屋三越星ケ丘店長山村雅美さん

が新しく入会していただき、千種□一タリークラブ会員

一同、心から歓迎いたします。

今日は、牡丹（ボタン）と萄薬（シャクヤク）の違い

について、お話しさせて頂きます。

高貴な大輪の花を咲かせ、圧倒的な存在感を誇る牡丹

（ボタン）と筍薬（シャクヤク）。幾重にも柔らかく重

なる花びらや、ふくよかな咲き姿などが、とてもよく似

ています。

牡丹と筍薬は、日本では昔から愛されており「立てば苗

薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」と美人にたとえら

れているほどです。どちらもピンク、赤、黄、白、紫色

の花を咲かせ、一重咲き、八重咲き、半八重咲きととて

も多彩です。近年では品種改良された＜さんの種類があ
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り、見分けるのがさらに難しくなっています。どちらも

ボタン科ボタン属。花だけを見ると見分けがつきません

が、実は明確な違いがあります。牡丹と筍薬の違いを7

つ紹介します。

牡丹はボタン科ボタン属の落葉低木で、木の仲間です。

原産国は中国北西部で、中国の国花でもあります。花言

葉には「風格」 「富貴」 「恥じらい」などがあり、大輪

の花を付けることから、昔から「花の王様」といわれ親

しまれてきました。

筍薬も同じくボタン科ボタン属ですが､大きく違うのは

多年草で草のなかまです｡原産国は中国やモンゴルなど

の東アジアで、昔から多くの国の人に愛されてきた花で

す。花言葉には「はにかみ」 「謙虚」 「MIIじらい」など

があります。牡丹に比べると花が少し小さく、近年では

結婚式のブーケなどに使われています。

①牡丹と筍薬の違いで、もっとも分かりやすいのが「葉

の形」です。牡丹の場合、葉に切れ込みが入り、ギザギ

ザした形になっています。筍薬は、切れ込みはなく、や

や丸みを帯びています。

②つぼみができているなら、 「つぼみの形」も牡丹と筍
薬を見分けるヒントになります。

牡丹は、やや先端がとがっている。筍薬は丸くきれいな

球形です。

③牡丹と弓藥の違いには、 「開花時期」もあります。
咲くのは、牡丹が先。後を追うようにして、ご薬が咲き

ます｡牡丹は4月下旬～5月中旬に咲き､牡丹が満関を迎

える時期の5月～6月に苗薬が咲き始めます。しかし､近

年では気候変動や、品種改良されさまざまな種類がある

ため同じ時期に開花することも多いです。

牡丹は晩舂､そして首薬は初夏｡大まかに覚えておくと、

分かりやすいです。

なお牡丹には、冬に咲く寒牡丹や冬牡丹もあります。

牡丹は害だけではなく、冬の雪も似合う花。菫の形にも

潔さがあり、和の情緒が漂う花です。

④牡丹と筍薬の違いを知るには、 「香り」もヒントにな

ります。牡丹と筍藥の見分け方で迷ったら、花の香りを

確かめてみてください。牡丹には墓本的に香りはありま

せんが、苗薬はいい香りが漂います。牡丹は、基本的に

香りはなく、筍藥は、バラに似た爽やかな香りがありま

す。グリーンフローラル系の優雅な香りは、部屋を甘く

爽やかな香りで満たしてくれます。筍薬のシーズンに

は、ぜひ切り花を飾りたいものです。

⑤牡丹と筍藥の違いには、 「花の散り方」もあります。

牡丹は、一気に、そして豪快に散る。筍薬は、最後まで

しがみつきながら、少しずつ散ります。牡丹も筍薬も花

びらが多いので､散った後はあたりが花びらでいつぱい

になります。その様子はまるで、ピンクや白の絨毯のよ

う。散った後も美しい花です。

⑥牡丹は木本性（樹木）、筍薬は草本性（草）です。
そのため｢枝分かれの有無」も､牡丹と弓薬の違いです。

牡丹は、落葉低木です。牡丹の枝を見ると茶色くなって

いるのもあり、木というのがわかります。成臺すると1

m～2m<らいの高さになり、枝分かれし横に広がりな

がら木の形を作ります。笥藥は、多年草です。害になる

と芽を出し、枝分かれせずにまつすぐに言ち、菫先に花

を1つ付けるのが特徴です｡牡丹と違い、50cm～60cm

＜らいまでしか大きくなりません。

牡丹には、幹があり、枝分かれして花を咲かせる。言藥

は､まつすぐに茎を伸び､伸びた茎の先に花を咲かせる。

そのため牡丹には茶色い幹があり、枝がどんどん伸び、

その先に花が咲きます。

筍薬は草なので､枝分かれしません｡害に芽吹いた後は、

天に向けてまっすぐ茎を伸ばします。そしてすらりと伸

ばした茎の先に、見事な花を咲かせるのです。

⑦牡丹と弓薬の違い、最後は「冬の越し方」です。
冬にどんな状態になるかで、牡丹と苛薬を見分けること

ができるのです。

牡丹は､木のまま冬を越し､枝から新芽を出す。苛藥は、

冬には根を残して枯れ、舂にまた新芽を出します。牡丹

は木ですから、冬になっても幹が残ります。でも筍藥は

草ですから、いったん地上部は姿を消してしまうので

す。牡丹には厳かな和の情緒があり、筍薬には洋テイス

トが似合う気品があります｡違いを知った上で鑑賞する

と、さらに美しさが増す気がします。

牡丹が有名な庭園は､島根県の由志園(ゆうしえん)です。

中海に浮ぶ大根島にあります。全容は1万坪の土地中央

に､大きな池を配置した池泉回遊式の日本庭園です。島

根県大根島（だいこんしま）は日本一の牡丹産地で、この

牡丹が庭園の花として約250", 2万本が植えられてい

ます。

シャクヤクが有名なのは三重県の長沢町

が、国内最大規模13,000株、約20万本

のシャクヤクが咲き誇ります。

《
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Ｉ職業奉仕優良従業員表彰

【推薦者松岡多加倫君】

オーケン株式会社今野智子様

経理課課長 勤続年数31年

オーケン株式会社横尾美咲様

総務課主任 勤続年数11年

◆職業奉仕委員会鈴木委員長挨拶

オーケン株式会社のお二人様、優良従業員表彰おめで

とうございます。

この時期になるといつも思うのは､長くご勤務されて

いる社員の方々のご努力にロータリー会員は支えられ

ており、その一つひとつが世界のロータリーの発展につ

ながっています。心より感謝している次第です。

□－タリーソング“奉仕の理想”にある「望むは世界

の久遠の平和」。今こそ力を合わせて世界にアピールし

ていきたいものです。



◆推薦事業者松岡君より優良従業員の紹介
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日頃、私はあまり皆様と、私の会社

がどんな商いをしているのかをお話

しすることがありません。しかしな

がら今回優良従業員を弊社から二名

推薦させていただけることになり、

改めて私どもオーケン株式会社につ

壜

墓

足立一郎

本日はオーケン株式会社代表取締役松岡奈緒様、同

じく総務課主任横尾美咲様、ようこそお越しくださ

いました。新会員山村雅美様、これからもよろしく

お願いいたします。

小林英毅

本日は囲碁会です。4Fにてお待ちします。

松岡多加倫

本日は職業奉仕表彰に弊社の社員を二人推薦させて

いただきました。あいにく31年勤めた今野が欠席の

為、代役に弊社の社長を出席させます。皆様ありがと

うございます。

宮尾紘司

今月14日、邸さんが帰国されるそうです｡上海空港閉

鎖で大変そうです。

朝倉寿宜 福井浩道 長谷川亨

池森由幸 伊藤健文 河合隆史

柵木充明 太田和孝 大谷 恩

重見有美 鈴木聖三 谷口 優

東原相次郎 舎人経昭 吉田 玄

オーケン株式会社松岡様横尾様、本日はようこそ

お越しくださいました。

三越星ヶ丘店長山村さん、本日よりよろしくお願い

いたします。

19件|合計 54,000円’
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いてをお話しさせていただきます。

弊社は戦後私の母型の祖父が洗剤を開発する仕事を

始め、自宅を工場にして東区は東矢場町（現在の筒井三

丁目）で始まりました。当時は親族全員で作り、営業し、

運び、売っていたそうです。そのうち洗剤を売る傍ら、

お客様のお掃除を手伝うようになり、建物の補修工事な

ども請け負うように。やがて私の父が事業を拡大し、消

耗品販売事業、ビルメンテナンス事業、内装外装工事事

業と発展してきました。私の代になってからは新築、中

古を問わずビルの買収を始め、賃貸業務を行うようにも

なりました。その中で、今回推薦させていただきました

今野智子は､もう31年勤務してくれており、私の父の代

からずっと経理を担当。金融機関からの信頼もいただい

ている社員です。ただ、本人はちょっとシャイなので、

このような席に出席するのは恥ずかしいとのことで今

回は欠席とさせていただきました。その代わり、弊社社

長で私の妻の奈緒を出席させました。

続いて横尾美咲は勤続11年となります。総務の仕事

をしております｡彼女は非常に頭がよく、容姿も端麗で、

お客様から人気の自慢の社員です。

今回は本当にありがとうございました｡弊社のオーナ

ーとして、心より御礼申し上げます。
●｡●cc｡■。｡■。。●●毎■■由｡●｡■●●●●■●■。●●■●●e●●●●●わ●●●●●●●●●●｡●●｡｡●◆a●巳＆●■●■■■｡■●､●

＞ご挨拶
'第10回理事役員会議事録 4月12日(火)オーケン株式会社総務課主任横尾美咲様

【承認･報告事項】

1． 「ウクライナ人道支援｣義損金について

現在､例会にて募金箱設置/30,000円の義損金｡特別

基金積立金より30,000円､合計60,000円を千種

RCとして寄付。

2．米山奨学生受け入れについて

今学年度受け入れ米山奨学生ウンドリナさんの奨学期

間が2024年3月までのため､引き続き期間終了まで当

クラブで2年間の支援｡カウンセラーについては､2年目

は変更または継続､クラブに一任。

3.今期決算予定

今期マイナス収支｡クラブ戦略計画委員会､執行部で、

早急に今後のクラブ運営を考える必要がある。

4.春季家族会および今期最終例会について

・春季家族会／料亭松楓閣での食事会会員19名ご夫

人12名のご参加予定

・最終夜間例会／6月21日く火>18:00より名古屋東急

ホテルにて､ご夫人ご同伴での夜間例会。

うございます。

仕事を通じ、とても良い経験を積ませて頂いていると

日ﾉﾏ感じております。これからも会社発展のために精一

杯頑張りたいと思っておりますので、今後とも変わりな

いご指導を賜りますようお願いいたします。

……金……ﾍ…企鍵…A~傘…全一……企
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世界予防接種週間

（4月24～30日）

ﾎﾘｵ根絶活動への認識

向上を図ろう

世界予防接種

△



Rotary ・ ドイツの地区ガバナーは､会員による取り組みやオンラインで

の支援活動の調整にあたる全国規模のタスクフオースを設置し
ました｡政府機関や非政府組織との窓口となるタスクフォースの

事務局は､ベルリンに設置されています。

MyROTARYより

ウクライナ危機八のロータリーの対応〆

ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援の

窓口を設置
・フランス全土のロータリークラブが力を結集して､難民のため

の必要物資の収集と配布にあたっています｡国内のクラブから

寄せられた寄付と物資は､地区ガバナーが取りまとめ､ウクライ

ナのロータリークラブの支援のほか､ポーランドとルーマニア経
由でやってきた難民の支援や､これらの国にいる難民のフランス

移送などに役立てています｡ニーズの特定は､フランスがかかわ
る複数の国際共同委員会が行っています。

災害救援基金八のご寄付

ロータリー財団は､ロータリー地区が実施している救援活動を支

えるために世界中のロータリー会員や一般の方々が寄付するこ
とのできる正式な窓口を設置しました。

財団は､その主な窓口として災害救援基金を指定しました｡多く
の方々からの温かいご支援のおかげで､現在までに880万ドル

以上のご寄付がこの基金に寄せられています｡この資金は､災害
救援補助金を申請するロータリー地区に配分され､水､食料､シ
ェルター､医薬品､衣服といった救援物資を含め､この危機によ

る難民や被災者の支援に利用されます。

現在までに､ウクライナでの戦争による被災者支援のために43

件の災害救援補助金(総額1,200,000ドル)が授与されていま
す。

・第1910地区(オーストリア)は､25,000ドルの災害救援補

助金を活用して､オーストリアに逃れてきたウクライナ難民のた

めに､宿泊場所､ベビー用品､医薬品､衛生用品､心のケア､食

料､電化製品などを提供しています。

＞ロータリーボイス
地区財団活動資金の活用

地区は､地区財団活動資金(DDF)を使って寄付を行うことがで

きます｡現在から2022年4月30日まで､ロータリー地区は未配

分のDDFを災害救援基金に充て､ウクライナと関連する人道的

補助金を支援できます。

世界で行動する人びとの体験談とストーリー

ウクライナ八の救援物資を積んで真夜中に走るトラック

投稿日:4月11日,2022

寄稿者:セバスチアン･アダミ(クラーゲンフルトーヴェルターゼー・

ローターアクトクラブ[オーストリア]会員）

集めた物資をトラックに積むKlagenfurt-W6rthersee

ローターアクトクラブ(オーストリア)のメンバー

災害救援補助金の申請

ロータリー地区が災害救援基金から補助金を申請する方法をご
覧ください。

迅速な手続きが行われるこの補助金は､水､食料､シェルター､医

療品､衣服といった救援物資を含め､この危機による難民や被災
者の支援に利用できます。

クラブ･地区による救援活動の連絡先と支援方法

ウクライナと近隣地域では､多くのクラブと地区が人道支援活動

を行っています｡ロータリークラブや地区の協力を得る方法､難

民の宿泊に関する連絡担当者､その他の各地での取り組みにつ

いてご覧ください｡各地のプロジェクトを直接ご支援いただけま
す。 救援活動のリストとその連絡先(PDF)はHPより

第2232地区(ウクライナ)は､ウクライナでの戦争の被災者を支

援するための委員会を結成しました｡同委員会は､負傷した市民
のために必要とされている緊急医療物資のリストを作成しまし
た。 リスト(PDF)のダウンロードはHPより 3月2日の夕方､私は6カ国のローターアクト会員や仲間ととも

に､ポーランドとウクライナの国境近くに救援物資を届けるた

め､トラック5台でオーストリアを出発しました｡徹夜で走り続け

ましたが､トラックを見た沿道の人たちが懐中電灯やそのほかの
サインでエールを送ってくれたことに元気づけられました｡トラッ

クにつけた国旗から､私たちが救援物資を運んでいることがわ

かったのです。

この活動は､□－タリーのネットワークで実現しました。

＝綜きばロータリーのブロクをこ費くだき↓l

https://rotaryb1ogja.org/

□－タリーによる救援活動のストーリー

ウクライナ難民に情報､移動手段､医療品､シェルターを提供する

ため､欧州や世界各地のロータリークラブとローターアクトクラ

ブが､周辺地域の会員とともに支援活動に乗り出しています。

早月7朋点で勿晨新のフロシ堂クトを↓lくつかこ耀7?､Lノ
ま魂

・第2231地区(ポーランド)のクラブは､50,000ドルの災害
救援補助金を活用して､ウクライナから逃れてきた難民に移動手
段､宿泊場所､食料､医療援助を提供しています。

・第2240地区(チェコ共和国)は､被災者のために寝袋､医薬

品､食料､除細動器､心電図装置､酸素濃縮器など5万ドル相当

の物資を購入しました。

次回例会: 2022年5月10日（火) 12:30 名古屋東急ホテル3階錦の間

卓話： 『南海トラフの巨大地震に備える』 地区防災対策委員会委員中村公彦様


