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第 2198 回例会
《司
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平成 30 年 10 月 15 日

第 3 週（雨)

会》 西村 福海
君
鐘》 内藤 明文 会長
唱》 手に手つないで
出席報告

会員総数
本日出席者

７５ 名

本日出席率

７４．３％

板垣

直人

日本料理の背景には「自然」があり、西洋料理の背景
には「人間の哲学」があります。（人間による人間の
ための知恵）それは、全く違う人間を作ります。日本

小山 裕康 君

１１１ 名

会報担当者

の食文化は、日本人の心を作るもので、それはアイデ

出席対象会員

９４名

ンティティとなり、自信や信頼を生む人間の力となり

本日欠席者

２６名

ます。

幹事報告

近藤 正行 幹事
1. 例会臨時変更のお知らせが届いております。各テ

９月１０日（第 2196 回） 修正出席率 100 ％

ーブルに配布してありますのでご覧ください。

会長挨拶

内藤

明文 会長

知立 R.C

10 月 17 日（水）11:30～12:30

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ知立

豊田三好 R.C

10 月 22 日（月）18:15～19:15

保田ヶ池ｾﾝﾀｰ

豊田東 R.C

10 月 24 日（水）11:30～12:30

ﾎﾃﾙﾄﾖﾀｷｬｯｽﾙ

知立 R.C

10 月 24 日（水）11:30～12:30

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ知立

豊田 R.C

10 月 25 日（木）11:30～12:30

ﾎﾃﾙﾄﾖﾀｷｬｯｽﾙ

岡崎東 R.C

10 月 25 日（木）11:30～12:30

岡崎市竜美丘会館

2. ロータリー米山記念奨学会より豆辞典が届いて
おります。配布させて頂きましたのでご覧くださ
い。
米山記念奨学会理事長に豊田Ｒ.Ｃの斎藤直美さん
が就任されました。大変誇りに思います。
皆さんご承知のように、米山記念奨学会は日本独自
の活動でＲ.Ｉも認めています。米山記念奨学会は将
来日本と世界との懸け橋となる青年を数多く支援し
て、相互理解・世界平和に寄与してきました。
さて、私の職業分類は「日本料理」です。そこで、
日本料理の美味しさと西洋料理の美味しさについて
考えてみましょう。情報的な美味しさと普遍的な美味
しさは、全く別物です。食材同士を組み合わせて、別
の味を作ることや、色々な香辛料や調味料で味を重ね
て美味を作る、という考え方は西洋料理の考え方です。

3. ワールドフードふれ愛フェスタのご案内が届い
ております。配布させて頂きましたのでご覧くだ
さい。
＜クラブ内報告＞
1. 本日例会終了後、第１回指名委員会を「伏見の間」
にて行いますのでご関係の方はよろしくお願い
致します。
2. 次週 10 月 22 日（月）は親睦出張例会となってお
ります。名鉄トヨタホテル前

8 時 30 分集合です

ので、よろしくお願い致します。
3. 10 月 29 日（月）は休会(定款第８条の規定を採択)
となっております。
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次年度理事役員指名委員委嘱

服部潤一君：１０月１３日（土）石野歌舞伎が開催さ
れ、当ロータリークラブ会員の皿井

寛君の剣舞も組

み込まれ盛り上がりました。
宮川尚人君：介助犬協会とのつながりを持たせていた
だきました。
西村福海君・鈴木勇夫君・杉浦栄二君・間瀬順一君・
河合克彦君・水嶋淳君・太田昌宏君・山形悦男君・
野場基君・市川幸治君・勅使河原孝君・川澄浩一君・
岡本英治君・野田清衛君・岩月善尚君・小倉敦君・
次年度理事役員指名委員長

岡田耕一君・古井弘二君・北川哲也君・千賀文男君・

山形悦男君

同委員 伊藤愼一君・野田清衛君・内藤明文会長
松永郁也会長ｴﾚｸﾄ・硲伸夫副会長・近藤正行幹事

委員会報告
≪親睦活動委員会≫ 岩月 善尚君
「親睦出張例会」
日付：１０月２２日（月）
例会場：和田金（三重県松阪市）
「年末家族親睦例会」
日時：１２月１７日（月）１８時３０分開会
例会場：名鉄トヨタホテル
≪野球同好会≫
杉浦 栄二君
1. 豊信杯５節（雨天振替）を１０月１７日（水）に
毘森公園にて対豊田中Ｒ.Ｃと行います。

土面尋志君：八木待次君、卓話を楽しみにしています。
頑張ってください。

クラブフォーラム
米山奨学委員会 八木 待次委員長
ゲストスピーカー
地区米山記念奨学委員会 委員 大橋 均様
（知立ロータリークラブ所属）
「ロータリー米山記念奨学事業について」
財団設立５０周年を迎えた、公益財団法人ロータリ
ー米山記念奨学会の心と心をつなぐ活動の素晴らし
さ、日本文化の理解を深め世界平和につながる日本独
自の活動であることを、映像を交えながら分かりやす
く説明していただきました。

2. 甲子園での全国ロータリークラブ野球大会の写
真が事務局にあります。写真が必要な方は、個々
に確認をお願いします。

ニコボックス

佐藤栄亮君、佐々木勇人君

内藤明文会長・松永郁也会長ｴﾚｸﾄ・硲伸夫副会長・
近藤正行幹事：本日は米山奨学委員会担当のクラブ
フォーラムです。八木委員長、地区米山奨学委員会
大橋均様、よろしくお願い致します。
八木待次君：本日のクラブフォーラムは米山奨学委員
会の担当です。地区米山記念奨学委員会の大橋様に、
ロータリー米山記念奨学事業についてお話していた
だきます。よろしくお願い致します。
大橋

均様：本日は例会にお招きいただきありがとう

ございます。地区米山奨学委員会として卓話させてい
ただきます。よろしくお願い致します。
近藤直哉君：皆様のお陰で親父も無事に旅立つことが
できました。ありがとうございました。皆様におかれ
ましても、事業継承をきちんと進められることをお勧

謝

辞

松永 郁也会長エレクト

【2018 年 10 月予定】
22 日・親睦出張例会
(親睦活動委員会)
29 日・休
会
(定款第８条の規定を採択)
【2018 年 11 月予定】
5 日・卓
話
(鈴木元和君)
12 日・クラブフォーラム(ロータリー財団委員会)
19 日・休
会
(定款第８条の規定を採択)
26 日・卓
話
(浅井英之君)

め致します。
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