
 

ロータリー親睦活動月間 
５月２２日（金） ５月２９日（金） ６月５日（金） ６月１２日（金） 例

会

予

定 

祝福 
卓話 山田倫章君 

夜間例会 １８時～ 
ホテルプラザ勝川 
卓話 徳洲会病院高山氏

理事役員会 11：30 
卓話一年を振り返って 
加藤会長他 

祝福 
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クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG   「我等の生業」 

・今月の歌    「茶摘」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 

・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君     
・職場例会     浜岡発電所 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

茶摘 

夏も近づく   八十八夜 
野にも山にも  若葉が茂る 

あれに見えるは 茶摘じゃないか 

あかねだすきに 菅の笠 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

今月は「みんなに豊かな人生かどうか考える月間」

です。人間の豊かさは、衣食住が最低限揃って要

るかから始まり、衣食住が揃い、経済的に余裕が

出来れば、次に自分の好みで、何か欲しい物、趣

味の世界に走ります。人それぞれでファッション、

インテリア、美食、総て趣味が衣食住に繋がるの

では無いでしょうか？私の人生の豊かさは、皆さ

んご存知の通り、美味しい物を食べ、美味しい酒

を飲む事ですが、歳と供にお医者さんから食事制

限をされるようになり、この趣味そろそろ打ち止

めにして次の趣味に移らなければならないと思っ

ていますので、今まで培った食の話をしてみたい 
 

２０１５年５月１５日（金）２２３１回（５月第２例会） 
 
と思います。味覚は、3 歳までに形成されると言

われていますが本当にそうでしょうか？確かに味

覚の 3 原則甘味、辛味、苦味は 3 歳までに形成さ

れると思いますが、うま味、香りは 3 歳以降から

20 歳前後までに形成され味覚の 5 原則が揃い形 
成されると思います。私は 20 歳前後までに美味

しい料理、食材を食べた人はその味覚の感覚が脳

にインプットされ一生、美味しい不味いを分類す

る事が出来るのではないかと思います。世界の三

大料理は皆さん言えますか？フランス料理、中華

料理、までは言えるかとも多いと思いますが最後

の一つが中々思い出せません。トルコ料理です。

何故この 3 料理かと言うと、全てが宮廷料理だか

らです。フランス料理はルイ王朝時代、中華料理

は唐王朝時代より、トルコ料理はササン朝ペルシ

ャ王朝時代より脈々と続き、20 世紀に入り三つの

料理が世界三大料理と云われる様になりました。

宮廷料理は、種類が多く食材も豊富な事より、美

食家の憧れから世界三大料理と言われる様になっ

たのでしょう。21 世紀の世界三大料理、特に日本

人から見た三大料理は、当然、日本料理と次にイ

タリア料理、最後にやはり、中華料理かな？私の

私的な感覚ではこの三点が、世界三大料理になり

ます。皆さんはいかがでしょうか？自分好みの世

界三大料理を考えるのも面白いと思います。 
最後に「豊かな人生を送る」為に、究極の人生

を豊かにする趣味は、知識を豊かにする事では無

いでしょうか？地球上の総ての生き物の中で知識

を吸収し、知識を貯め、活用したり、発表する事

が出来るのは人類しかいません。人類の究極の趣

味は知識を豊かにする事だと私は、結論付けます。 
 



幹事報告      幹事   近藤 太門君 

消防職員の皆様今日はおめでとうございました。

今後とも春日井市民の安心、安全な街の為にご尽

力をお願いします。 
では、幹事報告をします。第 11 回理事役員会の

報告をします。 
※ 第一号議案では、4 月の一般会計の報告があ

り承認されました。 
※ 第 2 号議案では、小島啓冶君から 4 月末日で

の退会届の提出あり、これを受理しました。又名

畑豊君から病気治療の為、6 月末日までの 
休会届けの提出がありましたので、手術後でもあ

りこれを受理しました。 
※ 第 3 号議案では、入会希望の「大原泰昭」君

の推薦状の提出があり、大原君の入会を理事役員

会として承認しましたが、ご意見のある方は 
5 月 17 日迄に書面にて、ご連絡を下さい。理事会

は以上です。 
※ 江南ロータリークラブから、5 月 17 日に行な

われる「創立 50 周年記念式典」に出席要請が来

ています。出席要請は，会長と幹事の二名です。 
※ 先回の例会でも連絡をしましたが、明後日は

「地区協議会」です。出席の各委員さんは既にお

渡しがしてあります、「名札」を忘れずにご持参下

さい。 
次週予告です。次週の 15 日は「浜岡源発」の見

学です。身分が証明出来るもの、「運転免許証」等

を忘れずにご持参下さい。 
以上で幹事報告を終ります。 
 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 20 名 出席率 65.5%

先々週の修正出席 欠席  2 名 出席率 96.5%

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○消防の皆様ようこそ！！    加藤久仁明君 
○消防署の皆様日夜ご苦労様です 近藤 太門君 
○火消しの卓話を楽しみに    宅間 秀順君 
○消防署の皆様、表彰おめでとうございます 
                和田 了司君 
○久振りに例会に出席出来ました 山口 由起君 
○卓話楽しみにしています    山田  治君              
○5/16-17 春日井市植物園にて第 54 回春日井春

季バラ展を開催します      北  健司君 
○消防の皆様ご苦労さまです   小川  長君 
○願！！ドラゴンズ連敗脱出   青山 博徳君 
 
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  梅田 英夫君                              

大畑 一久君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君 
亀谷 鉦一君  加藤  茂君  加藤 宗生君 
川瀬 治通君  清水  勲君  芝田 貴之君 

社本 太郎君  杤本 正樹君  峠 テル子君 
成瀬 浩康君  長谷川英輝君  速水 敬志君 
蓮野 美廣君  場々大刀雄君  森田  誠君 
屋嘉比良夫君  山田 倫章君 
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 
 
卓話      春日井消防長  青山 修氏 

皆さま こんにちは。 

ただいま、ご紹介をいただきました、消防本部

の青山でございます。 

日頃は、我々、消防の業務に、格別なご理解と

ご協力をいただき、高い席ではございますが、こ

の場をお借りしまして感謝とお礼を申し上げます。 

「ありがとうございます。」 

ただいま、春日井ロータリークラブの皆さまか

ら、私どもの職員に対し、感謝状をいただきまし

て、誠にありがとうございます。感謝状をいただ

きました本人達もこれを機に、市民の皆さまの「安

全・安心」を守るという使命感をより一層強くし

たと思います。重ねて御礼申し上げます。 

 本日は、貴重なお時間をいただきましたので最

初に火災救急についてのお話をさせていただきそ

の後に「消防の共助」についてお話しをさせてい

ただきたいと思います。 

 昨年 平成２６年中の火災件数は、１０７件で

ありました。一昨年から６件減少しております。

火災は、私が消防士を拝命した３０年前と比較す

れば１００件から８０件近く減少しております。

昭和５７年が２５７件と最も多い年でしたけれど

もその当時の人口が２５万７００人ですので今は、

人口６万人に多いけれども火災は、１５０件近く

減少しているということです。 

我々の統計の指数の１つに「出火率」という考

え方があります。これは、人口の違いがある他都

市との火災件数を比較するために人口１万人あた

りの出火件数を表すものですけれども、昭和５７

年は、１０．３件で昨年は、３．５件と大きく減

少しているといえます。ちなみに昨年の出火率は、

名古屋市が２．９件 一宮市が２．７件、岡崎市

が３．１件 豊田市が４．６件、全国では、３．

７件、平成３年以降連続して出火率は、低くなっ

ている。ということですので春日井市も平均した

件数と考えております。 

全国的に、県内でもそうでございますけれども、

火災の減少傾向の要因としては、裸火の使用頻度

が減少したこと。調理器具等のガスが遮断される

自動消火装置が備わってきたこと。屋外での焼却

行為（野焼き）が規制されたこと。内装材など建

物自体が燃えにくい構造になったことなどいろい

ろありますが、１つの大きな要因として考えられ

るのは、平成２０年６月から春日井市で義務付け

させていただきました「住宅用火災警報器」の設



 

 
卓話 青山 修 春日井消防長 

 

＜春日井消防署職員表彰の皆様＞ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

＜5月 10日 地区研修・協議会＞ 
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あしながおじさん 加藤 茂

9 月 18 日 
あしながおじさんへ こんにちは！！

 学校では、両親の自慢になれるよう最善を尽く

しています。あしながおじさんもご存じかしら、

私は学校のスローガンコンテストで一位になりま

した。私の両親はとても私を誇らしく思っていま

す。私は両親のためにも一生懸命勉強して、明る

い将来を手に入れます。たとえ私の人生にどんな

障壁や困難があったとしても、私は戦い、決して

あきらめません。将来、私は先生になりたいです。

子供たちに教え、導きたいです。読書きや絵を書

くことを教え、私が習ったことを子供達に教えた

いのです。私が先生を選ぶのは、長く続けられる

からです。教師は 60 歳になると退職しますが、

いくつかの会社で勤める人はこれとは違って、3
か月働くと他の仕事を探さなければなりません。

教師を選ぶのは私が大好きだから、そして両親も

この仕事が好きだからです。

 私は幸運にも愛し、養ってくれる両親に恵まれ

ました。お父さんはただの建設作業員でしかあり

ませんが、それでも私たちが生きながらえられる

よう、懸命に働いています。私のお母さんはネッ

クレスやブレスレットやテーブル置きのデザイナ

ーで、私はどうやるか知っているので、時間があ

れば私はお母さんを手伝っています。両親とも毎

日早起きして、お父さんは近所から私たちを呼び、

お母さんは朝食を作ってくれます。でも、土曜日

と日曜日は、両親が疲れているのが解っているの

で、洗濯係を私は担っています。私が洗濯してい

る間、妹は家の掃除をします。私たちは貧乏でも

笑顔で生活の困難を考えないように努めています。

困難が生活を襲っても、まだ何とかやっています。

直面する全ての問題には、いつも解決方法があり

ます。両親は常に私を導き、学校生活を支えてく

れます。私だけでなく妹もです。両親は私の宝物

です。それは両親がどれだけ大切な存在かという

証明です。

 友人もまた、とても私にとって大切です。でも

今年は独りぼっちです。学校にはたくさんの友人

がいますが、クラスが違うので仲良く一緒にいら

れません。教室の中では、私はいつも一人です。

去年は 5 人の親しい友達がいましたが、今年はク

ラスが違って仲良くできません。時々、ばったり

会った時に「やあ」と声をかけてくれるときも、

そうでないときもあります。親しい友人の一人は、

私はそんなことをしたことが無いのに、彼女の友

だちにいつも私の悪口を言っています。私はいつ

も良いことしか言っていないのに、そのお返しに

悪口をいうの。特に親しい友人を失う時は傷つき

ます。すべてのことには終わりがあり、これは終

わりだったのだと思います。友情の終わり。そし

て遅かれ早かれ、正しい友達が誰か現れると思い

ます。この問題が私の勉強に影響することは決し

てありません。私はいつも心の中で両親のために、

とってもとっても一生懸命勉強すると誓っている

のです。ありがとうございます。


