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本日のプログラム

司会   大橋 省吾君

・点 鐘           近藤 太門君    

・ROTARY SONG  「日も風も星も」

・今月の歌      「風」 

・ビジター紹介        近藤 太門君   

・食事・歓談

・委員会報告

・祝福

・卓話            下田 育雄君 

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌 

風 

    人は誰も   ただ一人旅に出て 

    人は誰も   ふるさとを振りかえる 

    ちょっぴりさびしくて 振りかえっても 

    そこにはただ風が   吹いているだけ 

    人は誰も   人生につまづいて 

    人は誰も   夢やぶれ振りかえる 

今月の祝福 

会員誕生日 

 11日 大原 泰昭君  

 17日  小川 茂徳君 

結婚記念日 

 21日 名畑 豊君 

 30日 加藤 久仁明君 

夫人誕生日 

  4日 加藤 茂君・純子さん 

 18日 梅田 英夫君・里子さん 

 28日 中川 健君・加代子さん 

 27日 神田 寛司君・明子 

２０１７年９月８日（金）２３３７回（９月第２例会） 

アテンダンス表彰

36ヶ年   小川  長君   

8ヶ年   和田 了司君 

4ヶ年   杤本 正樹君 

3ヶ年  小川 茂徳君 

先週の記録 

会長挨拶           近藤 太門君    

こんにちは、今日9月1日から長かった夏休み

も終わり学校は二学期となりました。今年の夏休

みの前半は夏休みらしかったですが、8 月には雨

の影響もあってだらだらと日にちが過ぎていった

のかなと思います。8 月という事で地区での会合

等も少し少なかったなとおもいますが、9月には 

又、いろいろと予定が入って来ておりますが、一

つ一つを大事に丁寧に対応して行きたいと考えて

おります。今日例会の前に理事役員会あり大変難

しくて、デリケートな協議事項がありました。後

で加藤宗生幹事が報告をしますが、会員皆様のご

理解、ご協力をお願いします。 

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

第３回理事役員会  

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

ました。

第 1 号議案：開始貸借対照表並びに８月度収支承

認の件

第 2 号議案：福祉の集い協賛金の件 100,000 円

第 3 号議案：7 月 IDM 収支報告の件

第 4 号議案：東尾張分区 IM 全員登録の件

1 人 10,000 円

第 5 号議案：新委員会構成（案）の件

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



第 6 号議案：50周年実行委員長選任の件

報告事項

＊9 月 15 日ガバナー補佐訪問の件 ネクタイ着

用。

＊第 2 回クラブ協議会 

次週予告 

＊９月８日

＊祝福

＊卓話 下田 育雄君

名 古 屋 名 東 ９月１９（火）9月１５日（水） 

Ｒ Ｃ 名東小中音楽界の為 日本特殊陶業市民会館 

瀬 戸 ９月２０日（水） 

Ｒ Ｃ ミーティングの為 瀬戸商工会議所

江 南 ９月２１日（木）11:00～ 

Ｒ Ｃ 交通安全啓発の為 アピタ江南西店 

羽 島 9月 26日（火）9月２２日（金）16:00～ 

Ｒ Ｃ サンリバー記念式典の為 名古屋ＧＰ 

◎例会休会のおしらせ

○あまＲＣ      ９月１８日（月）は休会 

○名古屋空港ＲＣ   ９月１８日（月）は休会 

○名古屋栄ＲＣ    ９月１８日（月）は休会 

○名古屋城北ＲＣ   ９月１９日（火）は休会 

○岡崎ＲＣ      ９月１９日（火）は休会 

○犬山ＲＣ      ９月１９日（火）は休会 

○岩倉ＲＣ      ９月１９日（火）は休会 

○名古屋守山ＲＣ   ９月２０日（水）は休会 

○名古屋葵ＲＣ    ９月２１日（木）は休会 

○名古屋北ＲＣ    ９月２２日（金）は休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 54 名 欠席 16 名 出席率 70.3％ 

先々週の修正出席  欠席 0 名 出席率 100％ 

ニコボックス報告    委員長   芝田 貴之君 

○ここ数日は涼しく感じられ、季節を感じられる 

ことに感謝です。        藤川 誠二君 

○刈谷大和幼稚園の地鎮祭が始まりました。成瀬 

会員の卓話楽しみにしています。 小川   長君 

○禁煙４日目タバコ代２０００円節約できました。 

                大原 泰昭君 

○ドラゴンズ 久々のカード勝ち越しに！ 

                青山 博徳君 

○いつもお世話になります。   近藤 太門君 

○久しぶりの卓話です。よろしくお願いいたしま

す。              成瀬 浩康君 

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君 

○成瀬さんの卓話楽しみにしています。     

足立  治夫君  早川 八郎君   古屋 義夫君  

速水  敬志君  伊藤 正之君  加藤久二明君 

加藤  宗生君  加藤   茂君  川瀬 治通君 

風岡  保広君  貴田 永克君  北   健司君 

近藤  秀樹君  松尾 隆徳君  名畑   豊君 

中川   健君  野浪 正毅君  小野寺 誠君  

小柳出和文君  社本 太郎君  清水   勲君   

下田 育雄君  宅間 秀順君  栃本 正樹君 

梅村   守君  和田 了司君  屋嘉比良夫君 

山田   治君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会一同

卓話             成瀬 浩康君 

私は現在５７歳です。気がつけば父の社長の在任

期間より長く社長をやっているという事になりま

した。そして私の人生の半分が社長業ということ

になってしまいました。長かったようなあっとい

う間のようなというのが実感でございます。さて、

初めて私の話を聞く方もみえると思いますので、

もう一度社名の由来をお話ししたいと思います。

なぜ「ユーミン」なのですか？松任谷由実のファ

ンなのですか？奥さんが由美さんだから「ユーミ

ン」なんですか？とよく言われます。更には、愛

妻家ですね奥さんの名前を社名にするのはと言わ

れた方もみえます。松任谷由実の歌は確かに好き

ですが、人に自慢できるほど愛妻家ではありませ

ん。ではなぜ「ユーミン」なのかと言いますと、

父が昭和３８年５月に今池で「中華レストラン 

ユーミン」というのをはじめました。その当時香

港に「ユーミン」という女性歌手がいたそうで中

華料理店なのでそれにあやかって「ユーミン」と

いう名前にしたそうです。当然の事ですが、今の

松任谷由実の「ユーミン」とは全く関係ありませ

んし、妻とも一切関係ございません。今池の新今

池ビルで始まった「中華レストラン ユーミン」

は２０１４年まで経営者は変わっているのかもし

れませんが、名前もそのままで営業しておりまし

た。ちなみにその店はその後父が給食事業に進出

した折、共同経営者の人にのれん分けで渡したの

で全く資本関係はありません。それ後、守山区に

工場を作り産業給食の方に進出したため「ユーミ

ン」に「フード」をつけて「ユーミンフード」と

いう今の名前になりました。そちらの事業が軌道

に乗ってきたため今池の店は譲り渡したというこ

とだそうです。ここ最近、私たち食品を扱う業者

が新聞やテレビで話題になることと言えば食中毒

の事件や食品偽装の事件などです。 

中でも食中毒は本当に厄介です。食中毒菌という

のはそこらへんにいますし、自分の体の中にも存

在しています。菌が目に見えたり色がついていた



りすればもっと防ぎようがあると思うのですがそ

うではないのでとても厄介です。最近ポテトサラ

ダから発生したＯ-157 の事件が話題になりまし

た。Ｏ-157 というのは大腸菌です。牛などの大腸

にいる菌です。とても感染力が強い菌で 1ｇあた

り 100 個もいれば発症してしまいます。普通の食

中毒菌は何十万とか何百万個いないと発症しない

から厄介です。しかし上には上がいましてノロウ

イルスは数個でも発症してしまいますし、空気感

染もしますからさらにたちが悪いです。我々の職

業はその菌と日夜戦わなければいけないので本当

に大変です。もう一つ事件と言えば昨年社会問題

になりました、ココ壱番屋の廃棄カツの横流し事

件。このようなことがどうして起こったのか。 

それは買う人がいるから起こるのであります。 

ではどういう人が買うのか、またどんなところへ

売るのかと言いますと、今回の事件ではみのりフ

ーズが産廃業者のダイコーから買い取りそれが零

細の食品卸会社や食品ブローカーに渡り、食品ス

ーパーに販売され一般消費者に、また弁当業者に

流れるというルートになっています。ではなぜス

ーパーが買うか。それは特売の品として販売でき

るからです。ではなぜ弁当業者が買うか。同じカ

ツでも通常の半分以下で買えるからです。コンプ

ライアンスがどうこうと言ってもそれはまともな

企業の話であってブローカーなどには通用しませ

ん。賞味期限が迫った商品・あるいは切れてしま

った商品は世の中にはいくらでもあるからです。 

ご存知のように冷凍食品は賞味期限が少しぐらい

切れても途端に不味くなったり体に悪くなったり

しません。だから買うのです。しかも消費期限が

切れたら途端に値が安くなります。どんな人が買

うのか。あまり同業者の事は悪く言いたくありま

せんが、急なメニュー変更しても差支えがない給

食弁当などの業者が主です。数量をまとめて買え

ば交渉が有利になりますし、一回で使い切ってし

まいます。それでなければ 1食 300円ぐらいで配

達してもらって回収までしてもらえるわけがあり

ません。トンカツをまともに購入したら 70円。そ

れが期限切れのため 30 円で購入できたら業者は

喜び、お客さんも３００円でトンカツが食べれて

大喜びとなるわけです。弁当業者にしたら 300円

の弁当の原価を 40 円も引き下げ可能なら飛びつ

きたくなります。これは麻薬のようなものです。 

今度は弁当業者の方からそういう品を紹介してほ

しいというようになります。蛇の道は蛇です。ど

んどん品物が集まってきます。残念ながら買う人

がいる限りこのような事件は今後も起こりうると

思います。じゃあお前の所はそういうのを買った

ことがないのかと言われたら・・・我社はありま

せん。どうしてか。一次卸問屋からしか購入して

いないからです。弊社の取引先はナゴヤドームと

か百貨店や葬儀会社とかが主でして、何か社会的

な事件などが報道されるとすぐに報告書を提出し

なければなりません。メーカーから近い一次問屋

だからすぐに対応してもらえます。ここ数年は食

にかかわる問題が多いので年に二・三回は書類づ

くりに追われます。本当に大変な時代になりまし

た。 

以上

会長挨拶 近藤 太門君 

卓話 成瀬 浩康君 



あしなが便り 

Faith Kayla Lauron さんから 

親愛なるあしながおじさんへ（名畑  豊君） 

私は Faith Kayla Lauron （フェイス カイラが

名前、ラウロンが姓です）です。２００３年３月

１２日生まれです。今回の奨学生に選んでいただ

いたこの喜びと感謝の気持ちは、とても言葉で表

現できるものではありません。この奨学金は私個

人にとってだけでなく、私の両親にとっても非常

に大きな助けとなります。私は６人兄弟の中で一

番年長で、将来的には一家の稼ぎ頭としていつの

日か我々の家族にも快適さや贅沢さというものを

経験してもらいたいと夢みています。私は上手で

はないのですが、歌うことが大好きです。料理を

することも好きで、Bone Chicken Crispy（訳者注：

おそらくは骨付き鶏のから揚げのことかと）が得

意です。この料理を売ることは我々家族の小さな

商売でもありますが、私は両親を手伝ってこの料

理を近所の人たちに売って回ったり、その他の家

事を手伝ったりする時間をとても楽しみにしてい

ます。私は自分自身のことを人当たりがよく、ユ

ーモアのセンスも持った人間だと思います。誰と

でも仲良くなれます。そして私は数学と英語がと

っても大好きです。図画工作はあまり得意ではあ

りませんが、努力して、好きな科目だけでなく、

苦手な科目でもいい成績を取れるように頑張りた

いと思います。私は、自分が頑張れば、貧乏であ

っても、私の家族のような状態でも、自分の夢を

かなえることはできると思っています。そして教

育こそが唯一の成功のカギだと信じています。私

の父が毎朝２時に起きて鶏肉を買いに行き、毎晩

夜１１時まで働いているのを見ると、心が痛みま

す。私の母は私たち兄弟の面倒を見るのにいつも

忙しいですし、父が料理したチキンを近所に売る

手伝いもしなければいけません。でもいつの日か

両親の手助けができると信じています。私は私の

両親が、苦労の絶えない中我々兄弟を育ててくれ

たことを誇りに思っています。我々の生活の中心

にはいつも神様がいらっしゃいますし、神様が常

に私と一緒にいて下さるということは、私の心の

よりどころとなっています。今回の奨学金をいた

だいたことは、本当に私の人生の中でも最高の祝

福の一つです。この祝福によって、私は、自分の

夢に一歩近づくことができました。ありがとうご

ざいます。 

 Leizel Anduyo さんから 

親愛なるあしながおじさんへ（岡本 博貴君） 

こんにちは！幸運にも奨学生として選んでいただ

いたことに心からの謝意を表したいと思います。

あしながおじさん、本当にありがとうございます。

今回の奨学金は私の生活にとって大きな助けにな

ります。以前は自分の毎日必要なお金を捻出する

だけで精一杯で、学校で必要となるお金はありま

せんでしたが、あなたのやさしさによって問題が

解決されました。私の家族は私の両親を含めて７

人家族です。私には他に４人の兄弟がいて、私以

外にもまだ学校に通っている兄弟がいます。私の

姉は大学３年生で、サンホセレコレート大学で経

理を専攻しています。学費が高いために、父は姉

を大学に行かせるのに大変な苦労をしています。

父はタクシーの運転手をしていて、私の母は専業

主婦です。私には姉のほかにも２歳になる双子の

妹たちと、１６歳の兄がいますので、私の父の収

入は家族みんなにいきわたるほど十分ではありま

せん。申し遅れましたが、私の名前はレイゼル ア

ンドゥーヨです。２００２年１月２３日生まれで

す。私の家族は貧乏です。我々は我が家と呼べる

自分の家を持っておらず、仮家住まいです。生活

は決して楽ではありませんが、神様はきっと我々

により良い将来を用意してくださっているのだと

信じています。貧乏かもしれませんが、私の両親

や兄弟のような家族と一緒に過ごせることはそれ

だけで幸せなことだといつも思っています。 

私の趣味は読書と、双子の２歳の妹たちと遊ぶこ

と、そして家事を手伝うことです。私は家族に幸

せな将来をもたらすために努力する、平凡なティ

ーンネイジャーです。他人が我々のことを迫害す

るのをやめさせるためにも、私の家族にはもっと

明るい将来が必要です。私は、月々の家賃を払え

ないからといって他人が私の家族のことを傷つけ

るのにはもううんざりです。自分の家を持ってい

ないからと言っていじめられるのにもうんざりで

す。だから私は学校で頑張って、どうしても成功

しなくてはいけないのです。私はどの教科も好き

です。新しいことを発見したり、自分の可能性を

広げたりすることはいつか自分の将来の仕事にお

いて役に立つと信じているからです。あしながお

じさん、本当にあなたには感謝しています。あな

たは、私が神に捧げた祈りに対して、神様が天国

から送ってくださった答えなのだと思います。常

にあなたに神の祝福がありますように。また、あ

なたの親切な心が、いつでも私たちのような弱者

に向けられていますように。あしながおじさん、

どうかお体にお気をつけて。あなたが長生きをし

て、私のような困難な状況にいる生徒を一人でも

多く助けて下さることをお祈りいたしております。

あしながおじさん、本当にありがとうございます。

またお手紙書かせていただきます。 


