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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌   「川の流れのように」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・警察署員表彰 

・卓話   春日井警察署長   中村 隆則様 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

「川の流れのように」 

    ああ 川の流れのように ゆるやかに 

    いくつも 時代は 過ぎて 

    ああ 川の流れのように とめどなく 

    空が黄昏に 染まるだけ 

今月の祝福 

会員誕生 

1日 早川 八郎君 

10日 清水  勲君 

17日 伊藤 正之君 

結婚記念日 

10日 高木  修君 

11日 芝田 貴之君 

19日 場々大刀雄君 

夫人誕生日 

2日  西尾 隆吏君・みゆきさん 

10日 三上 努君・菜穂さん 

２０１９年1月２５日（金）２３９２回（１月第２例会） 

アテンダンス表彰  

25ヶ年   屋嘉比良夫君 

16ヶ年   川瀬 治通君 

7ヶ年   加藤 宗生君 

6ヶ年   古屋 義夫君 

5ヶ年   日比 雄将君 

5ヶ年   芝田 貴之君 

4ヶ年   梅村  守君 

先週の記録  

会長挨拶           会長 川瀬 治通君 

「お雑煮～庶民のローカル・フード」 

お雑煮は、インターネットが発達した現代におい

ても、いまだに継承されている庶民のローカルフ

ードです。それは「お正月という晴れの日の家庭

料理」という位置づけで継承されたものだからで

しょう。お雑煮のことを話題にすると、よそで食

べられているお雑煮が自分の家とあまりにも違う

ことに驚かされます。 

お雑煮は、お餅の形も、だしも、入れる素材も様々

で、その種類は代表的なものだけでも100種類を

超えると言われています。しかし、お雑煮の姿は

地域性に加え、家庭で伝承された形や婚姻関係で

ミックスされたものもあり、数え切れません。 

「関東のかつおだし、関西の昆布だし」と言わ

れ、味付けの境界線は関ケ原あたりといわれてい

ます。それ以外にも、煮干しをはじめ、塩ざけ、

するめ、干し貝柱など、ダシだけとっても晴れの

日にふさわしい豪華な顔ぶれです。 

「東の角もち、西の丸もち」と言われるように、



餅の形も関ヶ原あたりを境目に分かれます。西日

本では、餅をつき一つ一つ手でこねて作る丸餅を

使いますが、武家が支配した東日本では「敵をの

す」の縁起から、のし餅を切った角もちを使う歴

史がありました。面白いのは、佐渡、酒田のよう

な北前船が寄港した日本海側の街では、東日本で

あっても丸餅を使っているそうです。 

さらに面白いのは、それぞれの地域のお雑煮に

は背景にストーリーが存在することです。例えば、

この地域は八丁味噌で有名なので、お雑煮は赤味

噌が主体の味つけなのかと思いきや、「すまし仕

立て」で、切り餅は焼かずに「煮る」、そして入れ

る具材は菜っ葉の「もち菜」です。よその地域の

人からみると、とても質素なお雑煮スタイルなの

ですが、それには次のような理由があると言われ

ています。 

白い切り餅は「城」と見立て、城は焼いてはな

らぬ、菜っ葉は「名」を上げると掛け、さらにす

まし仕立てにするのは「ミソをつけてはならぬ」

という理由からだと言います。武家の風習が庶民

全体に広がってこういうスタイルになったと考え

られます。 

いつもの食べなれたお雑煮だけでなく、各地の

お雑煮を食べ比べしてみるのも楽しいかもしれま

せん。 

幹事所感        幹事 古屋 義夫君 

2019 年度初めての例会、理事会、そしてクラブ

協議会を開催し出席させて頂きました。 

お忙しいにもかかわらず積極的にご参加いただき

ましたメンバーの皆様にこの場をお借りいたしま

して深く深く御礼申し上げます。 

そして古屋の私見ではありますが感じた事を独

断を交えて述べさせて頂きます。 

まず例会とはロータリークラブメンバー全員で行

う勉強会の位置づけにありそしてまた会員相互の

親睦を深める極めて大切な場であると私は思って

います。 

そして理事会とはロータリークラブが行う様々

な事業を遂行するための重要な意思決定機関であ

り幹事の職責の一つとして全てのクラブ員のため

可能な限り正確で詳細な情報を理事会に集約提供

し理事会メンバーによる公正で適切な判断が出来

るようにしていきたいと思っています。 

またクラブ協議会はロータリー事業を遂行してい

く上で発生する疑問点や悩み等を一つの委員会等

だけで悩み考えるのではなくロータリークラブの

友人達とざっくばらんに話し合い共に考えさまざ

まな情報を互いに共有していく場にしていきたい

と考えております。 

我々ロータリアンのベースには”ロータリーの

友情”がありますから形骸化したディスカッショ

ンは不要でロータリークラブの友人達と本音で語

り合えるような雰囲気を構築しスーパーフレンド

リーに楽しく運営していきたいと考えています。 

そして私の考えるもっとも重要な事それはメンバ

ーの皆さんと共に過ごさせて頂く貴重な時間を最

大限有意義に運用し愛すべき”春日井ロータリー

クラブ” が更に意義ある団体となり結果として地

域の皆さんから更に愛される事になれば大変喜ば

しいと考えております。 

第 7回理事会議事録

第１号議案：開始貸借対照表並びに 12月度収支の件

      可決承認 

第 2号議案：時計塔完成記念式典の件

      2019年 5月 9日 13時より勝川駅南口

広場にて挙行 

第 3号議案：春日井ロータリー旗スポーツ少年団サ

ッカー大会の件     

      日時・場所・予算ともに可決承認 

第 4号議案：ガバナー月信 2月号用写真について

      候補提出の上、ガバナー事務局で最終

決定とする 

第 5号議案：加藤茂くん出席免除申請の件

      定款要件に合致する為、承認 

第 6号議案：戦略委員会について

      直前会長・会長・幹事・エレクト・副

幹事でスタートする 

第 7号議案：全国高等学校剣道選抜大会の件

      例年通りとするが、他団体とのバラン

スも考えて支出する 

◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ 

愛知長久手ＲＣ    １月２９日（火） 休会

瀬戸ＲＣ       １月３０日（水） 休会 

尾張旭ＲＣ      ２月 ８日（金） 休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 53 名 欠席 24 名 出席率 54.7% 

先々週の修正出席 休会 休会 

名 古 屋 錦 1 月 29 日（火）→1 月 31 日（木）

Ｒ  Ｃ 交流会の為   

小 牧 1 月 30 日（水）

Ｒ  Ｃ 担当委員会変更の為 

江    南 1 月 31 日（木）

Ｒ  Ｃ 職場訪問例会の為  名古屋地方裁判所 

名 古 屋 大 須 2 月 7 日（木）→2 月 3 日（日）

Ｒ  Ｃ 節分例会の為 大須観音 



ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君 

〇今年もよろしくお願いします。 川瀬 治通君         

○北海道時代の幼馴染と今日朝，このプラザで６

０年ぶりに再会しました。   山田  治君 

〇１月２２日，清須 RCで卓話やります！                

青山 博徳君 

〇新年あけまして おめでとうございます。 

伊藤 正之君  稲垣 勝彦君  梅村  守君  

大橋 省吾君  小川 茂徳君  小川  長君    

岡本 博貴君  加藤 宗生君  北  健司君  

貴田 永克君  芝田 貴之君  清水  勲君 

下田 育雄君    社本 太郎君  宅間 秀順君  

杤本 正樹君  内藤 修久君  長曽 篤志君  

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  野田  勇君  

速水 敬志君  藤川 誠二君  古屋 義夫君 

三上  努君  屋嘉比良夫君  和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会 

会長挨拶 川瀬 治通君 

ご挨拶 風岡 明憲様 

公益社団法人 春日井青年会議所様 

幹事報告 古屋 義夫君 

新年祝賀会 川瀬会長挨拶 



謡 高砂 北 健司君 

乾杯 和田 了司君 


