
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

1月 21日 32(7) 前々回 19 67.86 9 
籾山、本田、石髙、森川、戸張、田辺、石井、上田、

川本 

1月 28日 32(7) 前回 26 86.67 4  戸張、田辺、川本、植松 

2月 4日 32(7) 本日     

                        http://www.yamato-rc.org/ 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会

員／本日は、「利久庵」の出川修治会長の繁

盛店の話し、芸人の出川さんの話しなど卓話

をして頂ければありがたいと思っています。 

◆古木通夫会員／マスコミの大騒ぎのわりに

は、雪が積もらなくて良かった！ 

◆宮東悠会員／誕生日祝いをして頂きアリガ

トウございます。2020202 

◆中戸川公明会員／出川様、渋田様、ようこ

そいらっしゃいました。 

◆増正之会員／皆様、異常気象なので身体に

気を付けて下さい。在籍年数のお祝いありが

とうございます。 

◆冨岡弘文会員／皆出席のお祝いを頂き、あ

りがとうございます。初めてスタッドレスタ

イヤを買いました。もしかしたら出番がある

かも。 

◆森川良三会員／山田さんの歓迎会、スッポ

カシテしまいました。山田さん！！ごめんな

さい。 

◆本田誠一会員／4月は社会人として多くの若

者がデビューします。もうすぐにその時期が

きます。よき指導者が良き見本を見せること

が、豊かな社会をつく

る一歩につながる事と

思います。 

◆石髙誠一会員／寒さ

が厳しくて、釣り同好

会も心が折れそうで

す。 

◆相原聰会員／横浜山

手ＲＣより出川様、そ

して渋田様、ようこそ

いらっしゃいました。先

週大和中ＲＣにメイ

キャップしたら、辻会長

より一曲歌ってくれと言われ「黒猫のタン

ゴ」をイタリア語で歌いました。2月15日横浜

山手芸術際参加アイフィオーリコンサート

「猫んちぇると」是非いらっしゃって下さ

い。 

◆山田己智恵会員／先日は、大歓迎会を開催

していただき、ありがとうございました。お

忙しい中、歓迎していただき感謝です。とて

も楽しく過ごさせて頂きました。今後ともよ

ろしくお願いします。 

  スマイルBOX     本日  \30,000  累計￥382,121 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    2月 9日（日） 12：00 2705   第6グループＩＭ 移動例会 

  2月 11日（火）    取り止め例会（祝日週） 

    2月 18日（火） 12：30 2706  第6回クラブ協議会「ＩＭを終えて」 

    2月 25日（火） 12：30 2707  卓話 イニシエーションスピーチ 山田己智恵 会員 
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スマイルＢＯＸ 

相原 委員 

伊藤健司会員 ・父の会葬のお礼について 

 

姉妹友好クラブ委員会委員長 伊藤健司会員 

・台北訪問に際して、私を経由でお申し込みの方に対して請求書を配付していますので、事務局までお

支払い下さい。 

委員会報告 その他報告 

第 2703回 2020年 1 月 28日(火) 
司  会  /  SAA 武田 茂 君                
斉  唱 / 「我等の生業」   Ｓ.Ｌ.  / 山田 己智恵君 

ゲ ス ト  /  出川修治様（横浜山手ロータリークラブ）、渋田治様 

ビジター  /  なし 
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1月14日、3年ぶりの4クラブ合

同例会には85名の会員が出

席され会話が弾ずみ実のある

時間ではなかったかと思いま

す。又、大和RCはホストとして

会を盛り上げて下さった会員

の方々に感謝致します。 

 

21日の例会は大和市環境管

理センターの見学でした。私たちが知らない事を実際に

知る、学びの時間でありました。環境問題の重要性をい

かに社会に発信させていく糸口になったのではないか

と思います。 

 

変わりまして地震に関わる話をします。 

 

小泉八雲の英語による作品「生神様」を中井常蔵が翻

訳・再構成し「稲むらの火」として題され、国語教材とし

て昭和12年から昭和22年まで掲載されました。1854年

の安政南海地震津波に際しての出来事をもとにした物

語です。地震後の津波への警戒と早期避難の重要性、

人命救助のための犠牲的精神の発揮を説いています。

村の高台に住む庄屋の五兵衛は、地震の揺れを感じた

あと、海水が沖合へ退いていくのを見て津波の来襲に

気付く。祭りの準備に心奪われている村人たちに危険

を知らせるため、五兵衛は自分の田にある刈り取ったば

かりの稲の束（稲むら）に火をつけた。火事と見て、消火

のために高台に集まった村人たちの眼下で、津波は猛

威を振るう。五兵衛の機転と犠牲的精神によって村人た

ちはみな津波から守られた、という話です。 

ツナミという日本語を世界に知らしめたのは小泉八雲ら

しいです。 

神奈川ではあまり体に感じる地震はありませんが各地で

小さな地震が頻発におこっている中、南海トラフ地震の

ニュースが入ってきました。もしやと脳裏をかすめますが

万が一のことを想定しておかなければならないとも思い

ます。大和RCとして例会などに支障が出る場合の連絡

網であるとか、策を考えておかなければいけない時期に

来ているのかもしれません。 

 

 

 

 

・2/9（日）はIMです。 

・2020年規定審議議会筆法案

の提出のお願いが届きました

ので回覧いたします。 

 

【ポスティング】 

・次第・週報・IMパンフレッ

ト 

・細則・内規改正議案                                                                                                                      

【回覧】  

・2020規定審議会立法案提出のお願い 

・復興フォーラムinふくしま 

・ハイライトよねやま 

・台北七星RC週報・東京ゆうほうえんからのご案内 

伊藤 彦二 会長 

2020年2月4日発行 編集：三浦 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 冨岡 弘文  副幹事 / 三浦 高義 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】 

幹事報告 松川 健治 幹事 

会長の時間 



はなしの前に、タレントの出川哲郎は、私

の兄の息子です。 

我が家は海苔の商売をしていまして、私も

学校を出てから従事していましたが、ある

時、畑違いの蕎麦屋を始めることになり、

関内に店を続けております。 

 

日本と中国との国交かはキリストの歴史よ

り古く、日本に渡った蕎麦の歴史は、弥生

時代に遡ると思われます。 

当時の遺跡に蕎麦の実が見つかります。 

魏志倭人伝はご存知と思いますが、その頃

には食文化の輸入はあったようです。 

仏教が日本にもたらされ、国教となりまし

た後、菜食中心の食文化では蕎麦は普及し

たと思われます。 

宮本武蔵の物語でも、蕎麦を食べていると

きに、ハエを箸で捕まえたという逸話があ

ります。 

 

東山文化の時代には、本堂の修復の祝いに

蕎麦を振る舞ったという記載が有ります。 

応仁の乱の当時には、「蕎麦切り」が出

回っていました。 

 

仏教を布教する際に、飢饉対策として干ば

つに強い蕎麦などの栽培を広めました。 

布教のツールとして蕎麦が使われたという

ことです。 

 

鳴門地方では、地元の名物として、蕎麦粥

が食されていました。 

蕎麦がきなど、地域で名物となっています

が、江戸時代に、江戸で蕎麦屋が爆発的に

流行りました。 

箱根を境に、うどん文化と蕎麦文化とはっ

きり分かれているかのようです。 

 

武田勝頼の故郷にも、蕎麦発祥の地との碑

が残っております。 

 

明暦の大火では、家康以来3代に亘って築い

た江戸が灰になりました。 

小石川の本妙寺 

その復興の際にもうどんと蕎麦が振舞わ

れ、これらの価格が安く、地方出身者にも

受け入れられたました。 

 

忠臣蔵の討ち入りでの準備をしたのは、大

きな蕎麦屋の2階でした。 

蕎麦屋から討ち入りの出陣をした訳です。 

寿司屋などの登場は、蕎麦屋のブームから

時間を経てからになります。 

 

幕末にはそば粉は自家製分から、大きな製

粉工場に変わっていましたが、 

工場は火薬の生成に協力することになりま

した。 

 

※ 出川さんのお店の繁盛記は、時間の関

係でまたの機会。 

  お店でおそばを頂きながら、伺えると

良いですね。 

大和ロータリークラブ週報 

「蕎麦のはなし」 

卓話 出川 修治 様 
（横浜山手ロータリークラブ） 

例会ＰＨＯＴＯ 

冨岡会員 

皆出席お祝い（6年） 

ソングリーダー 

山田会員 

伊藤会員、ご寄付をありがとうご

ざいます。 

出席報告 

籾山会員 

ＳＡＡ 

武田会員 

ゲスト 

渋田 治 様 

宮東会員 

ハッピーバースデー！ 


