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ロータリーを高めよ.／
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第395回例会平成2年7月31日（火）晴

へ

◇“奉仕の理想!，

◇出席報告
会員 67(66)名 出席51名

出席率 77~27％

前回 7月24日 （修正出席率）98.48％

◇ビジター紹介 4名

◇お誕生日祝福
杉浦君（6/30） 、笹野君(7/30）

鈴木(正)夫人(8/2）

◇ニコボックス

釜谷健一君本日新入会員卓話をさせて欺き

ます。よろしくお願い申し上げます。

小林明君7/19ゴルフ会、太田幹事、上野

副幹事、本当にご苦労様でした。

水野民也君今年も恒例の第11回ミックス・

ダブルス・オープンボーリング大会を、8月4．

5日行います。よろしければ見に来て下さい。

杉浦比左夫君ホームクラブの欠席が続きま

した。誕生日祝い。

笹野義春君誕生日祝い。

鈴木正男君夫人誕生日祝い。

新美敢君結婚記念日祝い。

◇鷲野幹事報告
l .本日例会終了後、理事役員会を開催いた

しますので、理事役員の方は2F橘の間に

お集まり下さい。

2． イラン地震の援助金一人1,000円を弊金箱

にお願いします。

◇財団奨学生高橋直美さん挨拶
千種RCの皆様のおかげで、ウィスコンシン

州立大学に留学させていただくことになりま

した。ありがとうございます。

私は、アメリカで外国語としての日本語教

授法を勉強して、将来外国人の方々に日本語

を教える教師になりたいと患っております。

1年間ですが、千種RCの奨学生として恥ず

かしくないようがんばってきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

◇成田会長挨拶

最近の映画で“あげまん”が評判になって

いるので、私も先日見て来ました。宣伝によ

りますと、 「男につきをもたらす女を、古来

人々はそれを“アゲマン”の女と呼びならわ

してきた。」とあります。

ロータリアンの皆さんも恐らく、あげまんの

奥さんが居ればこそ今日の地位におられるの

ではないかと思うのであります。やはり男で

もつきのある男と、つきのない男とがおりま

して、つきのある男は何をしても良い方向に

進むし、つきのない男は何をやっても駄目な

ものです。

現代の“あげまん”の代表は、ロータリアン

の奥さんとすれば皆さんも納得されるのでは

ないかと患います。

それでは歴史上の“あげまん”女性を一人あ

げよ、と言われるなら私は、山内一豊の妻、

千代ではないかと思われます。近江勢多城主、

山岡影隆に200石に召し抱えられていた山内一

豊が、関ヶ原の戦いの後、土佐24万石の領主

となったがこれは妻、千代の内助の功が大き

いと言われているのです。 （近江勢多200石、

近江唐国400石、近江長浜5千石、若狭から長

浜2万石、遠江掛川5万石、土佐24万石）

千代のエピソードというと、新井白石が習い

た「藩翰譜」のなかに一豊とその妻、千代が

馬を買った有名な話が出てきます。又家康が

諸将の功績のことで一豊については、次の様

に語ったと言われています。

「山内一豊の忠義は木の幹で、ほかの者の忠

義は枝葉のようである。」

餌、
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には、現在の和菓子とあまりかわらない菓子

が作られる様になりました。第四として、明

治の初めに洋菓子が入り今日に至っています。

さらに細かく分けますと、古代と江戸時代の

和菓子の成熟期をくわえ六つに分れると思い

ます。今より二○○○年前の弥生時代は、稲

作農耕を主としていたので、出土品の中に、

焼米は、糒等、穀物の加工品があります。焼

米は、米を煎った物、糒は糯米を蒸して乾燥

させたものです。いずれも常用、間食用、兵

糧用として用いられた。一般に菓子と称する
このみ

に〒箪類’，分一つは「古能美」、一つは
「久佐久多毛能」として、和名抄に記戦され

ています。 「古能美」には、柘榴、梨、栗、

柿等、 「久佐久多毛能」には、うり、なすび、

あけび等あり、合わせて、菓子故ち、 <だも

のと呼んでいたと思われます。亦日本書紀に

神武天皇によって原始的な水飴が作られたと

記録されています｡革島ら零皇の祈り言とし
て、 「我れ今まさに八-'一平蓑を以って水無く

して飴を作らん。飴成らば我れ必ず飾刃を借

りずしていながらに天下を平げん」の一説が

あります。これは糯米をモヤシで糖化させて

水飴を作ったと思います。この時代に一つの

伝説があります｡西暦九t掻珍震仁天皇の時
代と』恥､ぐの撮み化人の田道間守をして
「非時香菓」を求めた常世国につかわされ

た。－|-年後に目的の菓子を捜して持ち帰った

時には、天皇は他界していた。悲しみの余り

墓前で菓子を半分食べ、殉死をしたことから、

現在田道間守を菓子業界の祖神として尊敬し

ているのはこうした由来によります。

山内一豊がこのように家康の信頼を得るため

には、妻、千代の死を賭けた内助の功があっ

たという。

一豊が家康に従って上杉討伐に従った時、千

代は大阪にいた。石田三成らは家康に従って

上杉勢と戦う武将たちの妻子を監視しており、

千代の命も夫の動向によっては危険だった。

たまたま増田長盛と長束正家の連名で三成の

挙兵に一豊も協力するようにとの手紙が千代

の許へ届いた。

千代はすぐに一豊に手紙を書き、長盛からき

たものと一緒に小山(栃木県)の陣にいた一豊

のところへ送った。一豊は手紙を受け取ると

2通とも封を開けずに家康に届けた。家康は

これを読み、大阪城内の情報がよくわかった

ので喜んだ。特に一豊あての妻の手紙に書か

れている内容を見て大いに満足した。そこに

は、自分はいざというときは自害して、果て

るからそのことは心配せず、まず家康への忠

勤第一に励む様にと響かれていたのである。

そうした手紙を一豊が読まずに提出できたの

は、別に届いていた千代からの密書がその様

にすることを指示していたからで、心憎い程

の内助の功であった。これによって一豊は、

家康の高い評価を獲得し、土佐24万石の領主

にまでなったのである。

へ

◇講演

“菓子について”

会員 両野英樹君

霊感 "塗料について”

会員 釜谷健一君
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菓子の歴史について、その一端を申し上げ

たいと思います。菓子その中の和菓子とは何

かと問われますと、純日本的な物であるとは

誠にいいがたい。日本の文化、伝統を考えま

す時に、日本の文化は、さまざまな外来の文

化を取り入れ、消化し、吸収して日本の風土

習慣にあった。独自の文化を創り上げて来た

と思います。和菓子と言えどもその例外では

ありません。日本の菓子の歴史を考えますに

大別して、四つの節目があると思います。第

一に遣唐使がもたらした唐菓子、第二に禅と

ともに渡来した点心、第三にキリシタン宣教

師がもたらした南蛮菓子、この三つの影響を

受け、茶の湯の発展にうながされ、元禄時代

鶏蝋』

（塗料の歴史）

日本では古くから漆が使われて来ましたが、

現在の塗料の原形になった、いわゆる洋式の

ペイントが最初に登場するのは黒船と言われ

ております。

嘉永6年(1853年)浦賀へ来航したペリーの

黒船に防腐剤として木タールが使用された。

その後日本の塗料は海軍と共に発展の道を

たどり、以来130年余り、今日ではあらゆる産
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業分野に使用される様になり、塗料の総生産

量は年間200万トン強でアメリカに次ぎ、世界

第二位にランクされる様になりました。

（塗料の働き）

大きくわけまして3つの特徴を持っており

ます。

第一は物を美しくする働きを持っている事、

第二は物を保護すること、第三は物にさまざ

まな機能を持たせる事が出来ます。

（最近の塗料）

塗料も最近は新素材などへの新しい対応や

新技術の開発により品種も増え、高級化が進

んでいます。

又デザイン性、意匠性が重視されはじめ、

塗膜の表面に優しさ、柔かい肌触りを感じさ

せたり、微妙なニュアンスや深みを求められ

る様になって来ました。

（自動車用塗料）

パールマイカ塗料が開発され、マイカの働

きで、光が複雑に反射をして、見る角度によ

っては、光沢や色調も変幻自在になる塗料が

使用される様になりました。

さらにその上に、フッソ樹脂塗料を塗装す

れば、発水性が向上し、又紫外線による塗膜

の劣化を防ぎます。

この様に最近の塗料の世界は大きく変わり

つつあります。

塗料は多品種少量生産の最たるもので約1000

~1300種類の商品があります。

私共の会社は、製造メーカーのラインで使

用される工業用塗料を中心として販売や、塗

装プラント、設備などの設計、製作、施工な

ども行っております。

今日は塗料の歴史、働きや、最新の技術に

よって開発された自動車用塗料を例にとり、

お話しをさせて戴きました。

ゴルフは夫人の方がお上手だから（？）と自

らおつしやり、ご自分ではなさらない前会長

もお祝いにかけつけて下さいました。

はじめて会員佐野君の前会長杯を手にした

中山君は、感激もひとしお･･ ~ ~ ~ ．。早くも来年

に向けてがんばりたいとのこと。

女性は小林夫人が、 4年連続会長杯独得と

いう快挙を成し遂げられ、皆さんから羨望の

まなざしでみつめられていました。

－

■

宴たけなわの頃、佐久間君から優勝者と、

この場にかけつけて下さった前会長に花束が

届き、より一層の花を添え、祝宴は大変な盛

り上がりでした。

◇7月度理事役員会議題

11989～90年度決算･1990～91年度予算の件

2． ホームクラブ例会出席時間の件

3． 8月7日（火） 8周年記念例会の件

4．加藤敏昌君長期欠席の件

5．豊田三好RC認証状伝達式の件

6． イラン地震寄付の件

7． フィリピン水野氏救援金の件

8~米山委員長会議(9月11B)の件

9. 16RC幹事会(7月24B)の件

10.秋季家族会の件

一

◇会長杯取り切り戦優勝祝賀会

前年度会長杯取り切り戦は、 7月19B(木）

瀬田カントリークラブにて熱戦が繰り広げら

れましたが、栄冠は中山信夫君、小林夫人

が手にされました。

優勝者を祝う会は、8月2日(木)松楓閣に

て開催されました。

◇次回例会（8月7日）
創立8周年記念例会（立食）

◇次々回例会（8月21日）

ファイアサイドミーティング（ゆかた会）

松楓閣にてPM6:30より
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◇ガバナーズ・レターより

コスタ会長からの手紙

く環境保全〉

岡本櫻二名古屋第二分区代理
／

ノ1990年5月29日

名占屋第二分区代理に就任するにあたり， ご

挨拶の原稿を名古屋大学医学部付属病院のベッ

ドの上で書いております。私事で恐縮ですが，

慢性閉塞性血管炎で第1回目の手術を2月8日

に，第2回目の手術を5月1日に受け入院加療

中であります。

分区代理は大変責任が重たいので，就任につ

いて非常に迷いました。こんな健康状態では皆

様にご迷惑をかけるであろうと。そして，就任

を辞退したいと名古屋名東RCに申し出たので

すが，私の健康がある程度回復すれば全会員が

どんな応援でもするから，是非就任しなさいと

あたたかく励ましてくれました｡また，病院の

担当教授にもご意見を伺いましたら，私にやる

気があれば体の方は大丈夫である。さらに，大

きな日標をもってやる気をおこすことが，病気

の回復にも役立つと思うというご意見をいただ

きました。

名古臆名東RCの友人達から，満足に会長の

責も果していない私に力強く， また涙が出るく

らいうれしい励ましに勇気づけられ， 5月1日

に1日も早く回復すべく，第2回目の手術を受

けました。現在もベッドの上で懸命の努力をし

ております。それにしても， 7月1日分区代理

就任の日が目の前に迫っているので気が気では

ありません。何度も分区代理付理事, 1M担当

理索が病院を訪ねてくれていろいろ準備をして

くれています。以上のような状態ですので私自

身は100％分区代理の責を果せないかもしれま

せんが，名古屋名東RCの友人達が100%以上に

バックアップしてくれますので何分よろしくお

願いする次第であります。

就任のご挨拶にならなかったと思いますが，

最大の努力をして分区代理を務めさせていただ

くと自分自身に云い聞かせながら筆をおきます。

（5月14日記）

親愛なるガバナー・繁男

私がR.1.会長として最も強調したいことは，

「われらの天体，地球の保全」であります。私

の最大の関心事は「環境保全」であり，各クラ

ブが， この問題につきそれぞれの立場から役割

を果たしてほしいと思っております。

この運動を推進するために，近く"THE

GREENWAVE"を発行します。第1回はカラー

で"R.1.NEWS"の最近号と一緒に送られる予

定です。このパンフレットは「環境保全」につ

いてのテーマの説明，各クラブが地域社会にお

いて何をなすべきか， ロータリアソ個人が家庭

で，仕事場で何をなすべきか，エネルギー資源

の節約，公害との戦い等々の項目を含んでおり

ます。

さらに大切なことは， このパソフレットはそ

れぞれの地域で， ロータリークラブが今やって

いることを広く皆様に伝えます。

貴地区において，市街地清掃，公園清掃，河

川浄化への試み，植樹，歴史的なものの保存，

大気汚染等々の問題に対し，現在進行中のプロ

ジェクトにどんなものがあるのでしょうか。

できれば写真と共に詳細をお送り頂ければ，

ロータリアンの皆様に喜んで読んでもらえるこ

とになりましょう。その他，画期的で斬新なプ

ログラムがあれば，それを報告して下さい。

"THEGREENWAVE"の第1号は間もなく

発行されます。

貴地区における環境保全委員長のお名前と住

所を知らせて下さい。もしできるならクラブの

委員長さんについても。

パウロV.C. コスタ

R､I.会長エレクト

－

＝

(中村ガバナー抄訳）
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