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休会 休会(正月三が日) 理事役員会 11：30 卓話 
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例

会

予

定   新年祝賀例会  
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・今月の歌    「よろこびの歌」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・年忘れ家族会 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

今月の歌 

よろこびの歌 

     はれたる 青空 ただよう雲よ 

     小鳥は歌えり 林に森に 

     心はほがらか 喜びみちて 

     みかわすわれらの 明るきえがお 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

持ち回り理事会報告  
日時：2013 年 12 月 13 日（金） 
審議内容 
第 1 号議案：新入会員日比雄将君入会承認の件 
上記審議事項すべて可決承認 

① 春日井市新年名刺交換会：1 月 6 日(月) 10：
00~ 春日井市役所 7F 出席義務者：会長 

屋嘉比良夫君 幹事：加藤久仁明君 
② 春日井市消防出初式：1 月 11 日(土) 9：30~ 

サンフロック春日井駐車場 出席義務者：副

会長：大橋完一君 

２０１３年１２月２０日（金）第２１６７回（１２月第３例会） 

 

◎例会変更の案内 

羽 島 １月１4日(火) 1月１１日（土) １８：００ 

   ＲＣ 新年例会の為 西松亭 

一 宮 １月９日(木) １月９日(木)  

   ＲＣ 合同新春例会の為 真須田神社 

犬 山 １月７日(火) １月１１日(土)  

   ＲＣ 新年家族例会の為 名鉄犬山ホテル 

豊 田 東 １２月１８日(水) １２月１８日(水) 18：30 

   ＲＣ 家族会の為 トヨタキャッスル 

あ ま １月６日(月) 1月６日（月) 

   ＲＣ 新春夜間例会の為 名鉄グランドホテル 

名古屋守山 １月８日(水) １月８日(水)  

   ＲＣ 夜間例会の為マリオットアソシアホテル 

名古屋千種 １月７日(火) １月７日(火) １８：００ 

   ＲＣ 新年夜間例会の為 松楓閣 

一 宮 中 央 １月８日(水) １月９日(木) １２：３０ 

   ＲＣ 合同新春例会の為 真須田神社 

岩 倉 １月７日(火) １月１１日(土) １８：００ 

   ＲＣ 新年夜間例会の為 和食にわ 

 
◎例会休会のお知らせ 

○名古屋北ＲＣ   １２月２７日（金）は休会 

   〃      １月３日（金）は休会 

○一宮ＲＣ     １２月２６日（木）は休会 

  〃       １月２日（木）は休会 

○愛知長久手ＲＣ  １２月３１日（火）は休会 

○岩倉ＲＣ     １２月３１日（火）は休会 

○羽島ＲＣ     １２月３１日（火）は休会 

  〃       １月７日（火）は休会 



○尾張旭ＲＣ    １２月２７日（金）は休会 

〃ＲＣ     １月３日（金）は休会 

○名古屋アイリスＲＣ１月１日（水）は休会 

○瀬戸ＲＣ     １月１日（水）は休会 

○名古屋清須ＲＣ  １２月３１日（火）は休会 

   〃      １月１４日（火）は休会 

○名古屋名北ＲＣ  １月１日（水）は休会 

○名古屋守山ＲＣ  １月１日（水）は休会 

○一宮中央ＲＣ   １月１日（水）は休会 

○瀬戸北ＲＣ    １２月３１日（火）は休会 

○名古屋千種ＲＣ  １２月３１日（火）は休会 

○名古屋城北ＲＣ  １２月３１日（火）は休会 

○名古屋空港ＲＣ  １２月３０日（月）は休会 

○名古屋東ＲＣ   １２月３０日（月）は休会 

○犬山ＲＣ     １２月３１日（火）は休会 

  〃       １月１４日（火）は休会 

○一宮北ＲＣ    １２月２７日（金）は休会 

 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 56 名 欠席 20 名 出席率 63.6%

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   成瀬 浩康君 

○祝福おめでとうございます。  屋嘉比良夫君 
○風岡、成瀬お二人の卓話を楽しみにしています。

近藤 太門君 
○お祝いを頂きます。      場々大刀雄君 
○増税後に向けうれしい話がまとまりました。 

蓮野 美廣君 
○よろしくお願いします。    速水 敬志君 
○風岡君成瀬君卓話ありがとうございます。 

峠 テル子君 
○塚本君おめでとう。      伊藤 正之君 
○祝福おめでとうございます。卓話を聞ける喜び

で。 
青山 博徳君  磯野 俊雄君  大橋 完一君  

太田 弘道君  大畑 一久君  岡田 義邦君  

岡嶋 良樹君  加藤久仁明君  加藤  茂君  

風岡 保広君  貴田 永克君  北  健司君      

志水ひろみ君  清水  勲君  社本 太郎君    

宅間 秀順君  名畑  豊君  古屋 義夫君  

森田  誠君  松尾 隆徳君  山田  治君  

和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 

 

卓話             風岡 保広君 

日頃は、会員増強委員会には大変ご協力いただき

ありがとうございます。 
 おかげをもちまして、現在までに６名の素晴ら

しい仲間と、来年の 1 月には、2 名の新入会員を

お迎えする予定でございます。これも皆様のご理

解とご協力のおかげだと思っております。 

さらに、6 月の年度末までにあと 5 名の増員計

画をしておりますので、皆さんのお知り合いの中

で、春日井ロータリーに入会したいという方がお

られましたら、ご紹介をいただきますようよろし

くお願いいたします。 
いまさら申し上げるまでもございませんが、ロ

ータリー綱領の第一番に奉仕の機会として、知り

合いを広めること。といっております。多くの仲

間、すなわちより多くの会員の大きな力を結集し

て、交友関係を発展させなさいということだと思

います。そういった意味で、会員は多ければ多い

ほどロータリーの理念を達成することが、より可

能になると思います。よろしくお願いいたします。 
 

卓話             成瀬 浩康君 

昨今、私どもの業界では、食品の偽装とか虚偽表

示などが問題となり、新聞紙上を賑わせておりま

す。 
食品業界に携わっている者にとってはとても厄介

なことになっており、極上、取りたて、新鮮、手

作り・・等の表示が極めて難しくなってしまいま

した。 
また、私のところでも某百貨店のおせち料理を作

っておりますので、今年は本当に大変です。 
どこかのホテルが偽装を明らかにしたら直ぐ、昨

年末のおせちに関して偽装や虚偽がなかったかの

裏づけ調査がありました。 
昨年仕入れたおせち料理に関するすべての原材料

の納品伝票、レシート、はたまた領収書までを全

てコピーして送れと指示がありました。 
そのため段ボール箱や戸棚をひっくり返しての大

騒動をいたしました。 
そこにきて今年は昨年まで不正をしていた人達が

本物の車海老や伊勢海老、芝海老を使うようにな

ってしまったため仕入れ価格が高騰して大変なこ

とになっています。 
ただでさえ近年、海老が不漁で値が上がっている

ところにもってきてのこれですから、品物が市場

から消えてしまいました。欲しいサイズの海老が

簡単には手に入らなくなってしまいました。 
これから年末に向け、予約を受けたおせち料理の

材料を揃えなくてはいけませんので数が確保でき

るか本当に心配であります。 
ではなぜ海老がいなくなってしまったのか。 
「早期死亡症候群」これが海老の不漁の原因であ

ります。 
養殖業者は儲けるためには早く大きく海老を育て

なくてはなりません。そして病気にならないよう、

どんどん抗生物質を投与します。こんな事を繰り

返していたところ、ついには抗生剤の効かない病

気が発生してしまいその池が全滅してしまうとい

うことです。 



そんなことがタイやインドネシアの産地でいっせ

いに起こり海老がいなくなったというわけであり

ます。 
そうするとどうするか。産地ではその池を放棄し

てまた新しい池を作ります。焼き畑農業と同じ手

法でどんどんマングローブを伐採し新しい池を作

ってはまた次の池へというようなことが行われて

います。 
海老の病気はついには環境破壊までつながってし

まいました。 
話は変わりまして、これから寒くなりますと皆さ

ん、お葬式に行く機会が多くなりませんか？ 
私の会社は葬儀会館と数社取引があり、葬儀のお

料理を会館に届けております。 
やはり圧倒的に寒い時期の方が、暖かい時期より

も忙しくて、だいたい毎年野球のシーズンが終り

ますと、こちらの方がシーズンを迎えます。 
ある葬儀会社の方とお話していたところ、近年ド

ライアイスの使用量がめっきり減ったそうであり

ます。 
決して葬儀会館の空調設備が優秀だからとか、棺

桶の機密性が高まったということではありません。 
消費期限の問題はありますが、コンビニの弁当は

２・3 日置いておいても腐らないとか、スーパー

で買ったサラダが１週間ぐらいたっても悪くなら

ないのは保存料とかｐH調整剤が使われているか

らということは皆さんよくご存知だと思います。 
それと一緒で日頃そういう食品を食べていると、

保存料とかｐH調整剤といったいろいろな添加物

がだんだん体内に蓄積されて、人が亡くなっても

腐敗しにくくなり、ドライアイスの使用量が減っ

たのではないかと言うことらしいです。 
事の真相は分かりませんが、花粉症やアトピーな

どになりやすいのも、そのいう添加物の影響があ

ると聞いております。 
そして、やはり心配なのは、最近皆さんが召し上

がった福祉の集いやニュートンのリンゴの木の植

樹式典の弁当でありますが、極力そういったもの

は使用していないものをお出ししていますのでど

うかご安心下さい。 

 
会員誕生の皆さん 

 
卓話 風岡 保広君 

 

 
卓話 成瀬 浩康君 

 

 
次期会長エレクト 志水ひろみ君挨拶 

 

 
 



マルタ共和国 ラ・バレッタロータリー例会報告 
                山田 倫章 

 
12 月 12 日木曜日に例会

参加しました。男女それ

ぞれ 10 名程度が参加さ

れていました。翌日が祝

日だったので参加者がす

くなかったそうです。春

日井 RC のバナーについ

て柳と蛙の伝説を懸命に

説明しました。あきらめ

ずに努力するという美徳

は各国共通で、非常に共

感されました。 
 

 

 
会場 インターコンチネンタルホテル 

 
講演テーマ ポリオ撲滅への取り組み 

 

 
例会終了後 

 

 
マルタの風景 

 
語学学校にて 


