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６月はロータリー親睦活動月間
例会報告

VOL.５７

No. ３０ (No.2627)

６月１７日(水) 晴れ (司会 石塚克己委員長)

本例会での主な事項
◎会長挨拶

◎クラブ協議会

ビ ジ タ ー
米山奨学生

傅 梦菊（フ ムキク）さん
こんにちは。筑波大学で日本語学の勉強をしています。コロ
ナの影響でご挨拶が今日になってしまいました。今は博士課
程の３年生です。卒業後には中国に戻って日本語教師になり
たいと思っています。また日本との交流の懸け橋になれれば
と思います。

委 嘱 状

感 謝 状

２０２０－２０２１年度 国際奉仕総括委員長

２０１９－２０２０学年度 米山カウンセラー

石井康弘会員
会 長 挨 拶

秋田政夫会員

瀬戸隆海会長
本日から、待ちに待った例会の再開です。ある意味、とても感無量でありま
すし、新年度第 1 回の例会より緊張感があります。二転三転しながらも、いつ
もの常陽銀行３階会議室から場所を変えて、この場で例会を開催させていた
だきました。当初は、昼食無しにクラブ協議会だけでとは思ったのですが、や
っぱりクラブ例会の楽しみといえば弁当だよね、という声に押されて、お昼を
用意させていただきました。極力時間短縮という事で、例会前の昼食という事

です。
例会のご案内をさせていただいて、どれだけの人に出席していただけるかなあと、大いなる不安をいだ
きながら返信の fax を待っていました。あらら、意外に皆さん来ていただけると安堵の次第でした。
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そして、昨日は SAA の皆さんと通常の例会場に行きまして、例会運営備品、会員のボックスの回収、そ
して今日の会場づくりと行いました。例会場を設えるという事はとても大変な事で、常設の会場を使わせて
いただく事のありがたさを、しみじみ感じました。北村エレクトも、支店長との話し合いで、いつ現場復帰でき
るかと模索していると思います。心中お察し申し上げます。
歴史を積み重ねていくという事は、こういう事なのでしょうか。ある日突如として、総ての活動が制限される
という事が 3 月に起こりました。もちろん、ロータリーの例会も開催できません。飲み会もできないし、人に会
う事も制限される。今までの生活の中で、当たり前のことが当たり前でなくなり、日々の普通の生活が、どん
なに有難いという事に、改めて気づかせていただきました。
５月末に制限されていたことが解除になり、今週末には行動範囲規制が解除になります。ただ、海外へ
の出入国については、まだまだ制限があります。しかし、６月１６日のグアム総領事館のホームページを見
てみますと、日本人と台湾人に限って７月１日から、観光でも入国を認めるという発表がありました。それに
伴って、航空会社も週に何便かの定期便を復活させ、８月半ばまでには通常までに復活させるという事が
書いてありました。
さて、新型コロナウイルス感染のプロセスについては、徐々に明らかになってきました。その多くは、唾液
等の飛沫による感染が最有力とされ、大声を出さない、喋らないというのが一番良いそうです。ですからソ
ーシャルディスタンス、つまり社会的距離を空けて人と接しましょうという事です。では、どのくらい空ければ
と良いかというと２m から３m だそうです。昨日、テレビを観ていましたら、銀座の高級クラブのホステスさんと
入店するお客さんが、マスクしてフェイスシールドして、手を消毒してから席に座っていました。お店のママ
が言うには、私たちの仕事はお客様と密着していくらの仕事ですから、感染対策を十分にとって営業してい
ますと言っていました。私からすると、そこまでして飲みに行くのかなあと、？マークが沢山出てしまいまし
た。「コロナと共に」なんて言っておりますが、そんなことしていたら人間の方が食われてしまいます。侵され
ないためにも、コロナと戦うという気持ちで生活していただければと思います。
このように、今回の新型コロナウイルス感染によって、我々の生活の在り方が大きく変わろうとしていま
す。当然、ロータリー活動も御多分に漏れません。私たちは、大変革を起ころうとしている最中に、新しい活
動の在り方に模索していかなければなりません。総ての会員の知恵を出し合い、益々我々の職業倫理、奉
仕活動を推進していけますよう、ご協力いただければと思います。
話は変わりますが、歴史を積み重ねるという事で、興味があり記事がありました。皆さんも、一度は買った
ことがあるでしょうし、もちろん京都土産の定番であります「八つ橋」の話であります。八つ橋というお菓子
は、八橋検校という琴の名人に因んで、琴という楽器を形作ってできたお菓子だそうです。八つ橋と言え
ば、製造販売の大手として、「聖護院八ツ橋総本店」と「老舗井筒八ツ橋本舗」があります。京都銘菓・八ツ
橋の大手「聖護院八ツ橋総本店」（京都市左京区、鈴鹿且久社長）が元禄２（１６８９）年創業をうたうのは虚
偽だとして、ライバル店の老舗「井筒八ツ橋本舗」が、創業年などの表示をやめ、６００万円の損害賠償を支
払うよう求めて、２０１８年６月に京都地裁に提訴しました。
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八ツ橋は京都市の調査で、観光客の４割が購入している定番商品で、市場規模は１００億円にも上るとさ
れています。「聖護院」は商品の説明書きやホームページで、八ツ橋の誕生は元禄２年で、江戸時代の箏
（そう）曲の祖・八橋検校（けんぎょう）にちなんで琴に似せた菓子が寺院・聖護院の周辺で売られたと記
載。同社は３２０年以上、八ツ橋を作り続けているとしています。包装などには「創業元禄二年」「ｓｉｎｃｅ１６８
９」の表示があります。そして、２０２０年６月１０日に京都地裁は、井筒八ッ橋の訴えを退け、敗訴となりまし
た。私にしてみれば、間違いなく京都土産の定番なんだし、廃れる事の無い歴史を積み重ねた商品である
のですから、美味しければどうでも良いんじゃないって感じです。
京都の老舗の女将にしてみれば、こんなことで喧嘩するなんて「井筒さんも、まだまだどすな。」って言わ
れてました。京都人にしてみれば、先の大戦と言えば太平洋戦争ではなく、応仁の乱(1467～1478)の事を
言います。だって京都は太平洋戦争の時、空襲もなく統制こそありましたが、普通に生活していました。で
すから、応仁の乱の話を持ち出すくらいですから、320 年前なんて最近の事のような話です。
因みに、今売っている生八つ橋は、昭和４４年に「おたべ」が八つ橋製造に新規参入した際に考案した
商品で、商品の日持ちがしないのにも関わらず、新幹線によって京都から各地に早く到着できようになった
事から、京都土産の定番になりました。ですから、生八ッ橋が出回って 50 年ですから、京都人からしてみ
れば、まだまだ新商品の一つなのかもしれません。
このように歴史の１ページというのは、少しずつ積み重ね記していくことであり、その時に巡りあわせがで
きるという事は、ある意味幸せな事ではないでしょうか。
さて今日の例会は、北村英明次年度会長のスタートに関わるクラブ協議会であります。そして、新しい米
山奨学生として傳 梦菊(フ ムキク)さんが、当クラブの例会に初出席です。心から歓迎申し上げます。日中
友好の親善大使として、そして筑波大生として、研鑽されることを祈念し、挨拶に代えさせていただきます。

クラブ協議会
第 1 号議案
慶弔規定変更の件

瀬戸隆海会長

２．死亡
改正前
夫人

20,000 円

改正後
花輪一基

20,000 円

生花一基

同居する両親及び子供(2 親等まで)
10,000 円

花輪一基

10,000 円

生花一基

・・・・・・・・・・拍手で承認・・・・・・・・
第 2 号議案
2020-2021 年度会予算（案）について

北村英明会長エレクト

別紙の通り
・・・・・・・・・・拍手で承認
承認を頂きましたので、（案）をお取りください。
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出 席 報 告

青木英男委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５７名

４３名

１１名

３名

０名

７９．６３％

ニコニコボックス

齋藤政博委員長

入金額

33,000 円

累計

1,490,000 円

２月２６日分
本日はインフォーマルミーティング宜しくお願い致します。また、松坂様ご教授の程宜しくお願い致します。
石井会員
松坂さん、宜しくお願い致します。

宮代・中島・中山・大澤・石塚（利）・北村（英）・倉持・染谷（秀）・
染谷（正）・熊谷・石塚（克）・小島・斎藤（広）・鈴木（茂）・田上・
白井・北村（仁）・大塚・五木田（利）・瀬戸

大変ご迷惑おかけいたします。ごめんなさい！

各会員

松坂会員
入金額

169,000 円

累計

1,659,000 円

６月１７日分
本日はご出席ありがとうございました。
例会、再開催嬉しく思っています。

瀬戸会員
秋田会員

例会が再開でき、皆様と再会でき、何よりです！！

石塚（克）会員

皆さんお元気ですか？無事再会おめでとうございます。
皆様、お元気で何よりです。

青木（英）会員

武藤会員

本年度中に再開できてよかったですね！
コロナに負けず頑張りましょう。

青木（清）会員

田上会員

久々の例会です。コロナ騒ぎで大変でしたが、未だ終の訳ではありません。皆さん充分にご自愛下さい。
瀬戸会長始めとして役員の皆さん御苦労様でした。
おひさしぶりです！

北村（仁）・松村

例会、お久しぶりで。

鈴木（茂）会員

松坂会員

各会員

皆様ご無沙汰しました。今日は米山奨学生 傅 梦菊さんを紹介します。宜しくお願いします。
斎藤（広）会員
コロナの終息を願って。。。廣井会員
皆様大変ご無沙汰致します。例会の再会を楽しみにしておりましたが、まだまだ予断を許しません。ご健康
には十二分にお気をつけ下さい。

石井会員

皆様大変ご無沙汰しております。急に暑くなりました。皆様お身体ご自愛下さい。
ご無沙汰しております。

山中会員

中山会員

皆様ご無沙汰しております。

山﨑（哲）会員

お久しぶりです。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。くれぐれもご自愛下さい。来年度もよろしくお願い申
し上げます。

五木田（裕）会員

みなさんお久しぶりです。

倉持会員

皆さん、お元気そうでなりよりです。全世界が思わぬ疫病に翻弄されてますが一人一人が「コロナ」にかか
らない、人にうつさないよう心がけましょう！近い将来終息の時がやってきますから。それまでお元気で！
青木（正）会員
お久しぶりです。皆様くれぐれも御身体を御自愛下さいませ。次年度も宜しくお願いします。北村（英）会員
しばらくです。

小島会員
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お久しぶりです。お元気でしたか？

石塚（利）会員

皆様久しぶりにお会いできてよかったです。
みなさま、お久しぶりです。

鈴木（勝）会員

小林会員

皆様コロナ禍ご自愛下さい。今年度お世話になりました。

松崎会員

コロナ禍の中、更に暑い日が続きますが皆様お身体ご自愛下さい。
暑くなりました。ご自愛ください。
例会楽しみにしてました。

島田会員

染谷（正）会員

染谷（秀）・熊谷

各会員

これからみなさん、一致団結でロータリー活動頑張りましょう。

古矢会員

消毒液を頂きありがとうございます。コロナに負けずに頑張っていきましょう。
宜しくお願いします。

河合会員

いろいろありがとうございました。
その他

大堀・中島・宮代

大串会員

各会員

来週今年度最後の例会です。宜しくお願い致します。
皆様お元気でしたか。

会報委員会

桑名会員

齋藤（政）会員

和久事務局

福田克比古委員長

染谷正美副委員長
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板垣吉郎委員

