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第１９０２回例会 

     ２０１６年７月２５日（月）第３回                               
●点  鐘 会長 武田 英昭君 

●斉  唱 「それでこそロータリー」「浜辺の歌」 

      「手に手つないで」 

●例会行事 クラブ創立記念例会 

 ●司  会 ＳＡＡ委員 田中 秀典君 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 武田 英昭君 

 
会員の皆様、今日もお元気でそして今年度初めての夜間

例会、クラブ創立記念例会にご出席を賜り誠にありがとう

ございます。 

7/18（海の日）に、気象庁から梅雨明けが発表されま

した。いよいよ夏本番。今年は、酷暑が予想されています

が、会員の皆様におかれましては、お体を充分にご注意さ

れたいと思います。 

私は、あまり気が進まないのですが、15年程前から家

庭菜園をしております。家庭菜園と言っても耕さない、肥

料を与えない、多種多様の雑草畑で叔父から頂いた苗を植

えるだけの自然栽培農法です。只、このような雑草畑でも

夏野菜だけは、若干、収穫ができるようになっております。

キュウリ、カラスと奪い合いをしているトマト、ピーマン、

オクラ、カボチャ、ナス等、我家の畑では、雑草と共生し

ながら其々、夏野菜が精一杯成長している状況です。 

少し前置きが長くなりましたが、夏野菜のひとつ「茄子」

は、正倉院の古文書に載っているらしく、奈良時代には、

既に我が国で栽培されていた様で日本人とっては、大変馴

染みの深い野菜です。それだけ歴史が長いということは、

種類も豊富（約二百種）だということを意味します。それ

も近年のように効率的に一年中収穫する為に開発された品

種ばかりではなく、各地方に根付いた個性的な物が多いの

が、茄子の特徴と言えると思います。交通網が発達してお

らず、又、情報も少なかった時代、インド北部から中国そ

して日本へと大陸から伝わってきたとされる「茄子」が、

その土地の気候風土に適応して大きさ、色を変え、平成の

世の私達を楽しませている。これが、日本の食文化と思い

ます。 

地域野菜の代表ともいえる京野菜の代表格の「加茂なす」、

最近は、名古屋でも一般的になった泉州の「水なす」、優に

40センチはある「熊本赤なす」、また、からし漬けにする

と美味しい庄内の「民田なす」更に、京野菜に肩を並べる

加賀野菜のひとつにも認定されている「ヘタ紫なす」等、

各地域によって代表的な茄子があります。色も紫だけでな

く、白いもの、緑色のもの、中には縞模様のものまである

そうです。 

蛇足ですが、黒い葡萄が最初は緑色をしているのと同様、

「茄子」も最初は、白く、熟するに従って色がついてくる。

植物は、身（実）を守る為、抗酸化物質を表面に集めるか

らでそうです。英語名では「エッグプラント」ですが、ア

メリカの茄子は、種類によっては、色づく前は、本当にタ

マゴと見違えるそうです。 

ここまで何度も「ナス」と言いましたが、正式名称は勿

論「なすび」です。 

江戸時代の諺で「一富士、二鷹、三茄子」が、「なすび」を

「ナス」と呼びますと字足らずになってしまいます。これ

からは、「ナス」と略さずに敬意を以て「なすび」と呼びた

いものと考えます。 

本日は、クラブ創立記念例会でございます。1974年（昭

和 49 年）7 月 29 日にチャーターメンバー37 名、春日

井ロータリークラブをスポンサーとして創立され、本年度

で43年目になる訳でございますが、この間、様々な出来

事があったと伺っております。ご苦労されたパスト会長や
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諸先輩方のお陰で、我がクラブは、大変立派に成長してお

ります。 

茄子の諺の中に「茄子の花と親の意見は、千にひとつも

仇はない」とあります。これは、ご存知のように「茄子の

花は一つとして仇花がなく、咲けば必ず身をつけるのと同

じよう、親の意見というものは全て子供の為になる」との

教えです。 

我がクラブでは、「パスト会長のお話とロータリー活動は、

万にひとつも無駄はない」とさえ言われております。 

後程、第36代石川パスト会長から有意義な記念卓話を

頂戴いたします。 

最後に、私は、42 年間、諸先輩の築かれました当クラ

ブの立派な伝統の上により努力をして、次の年度にバトン

タッチさせて頂く事を改めてお誓い申し上げ本日のご挨拶

とさせて頂きます。 
 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （栗田 和典委員） 

本日の例会 

会員数 50 出席率 90.90％ 

出 出席義務者 28 欠 

席 

者 

出席義務者 4 

席 出席免除者 12 出席免除者 6 

者 出席者計 40 欠席者計 10 

前々回例会（７月４日） 

会員数 5０ 出席率 97.83％ 

出 出席義務者 31 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 45 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（稲熊 正徳副委員長） 

クラブ創立記念日をお祝いして！また、石川Ｐ会長、記念 

卓話宜しくお願いします！ 

                  武田 英昭 君 

石川パスト会長、記念卓話宜しくお願いします。 

                  田邊 雅彦 君 

石川君の記念卓話よろしく。 

                  鈴木 恵一 君 

卓話をさせていただきます。 

                  石川 良治 君 

石川パスト会長、卓話楽しみにしています。 

                  原田 好展 君 

石川パスト会長卓話宜しくお願いします。 

                  稲熊 正徳 君 

 

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 伊勢村道雄 君 市川 孝 君

伊東 由之 君 稲吉 將秀 君 井上 政秋 君

入谷 宏典 君 内海 辰巳 君 太田 哲郎 君

加藤 泰弘 君 川口 直也 君 北園 守生 君

串田 正克 君 國田武二郎 君 栗田 和典 君

近藤 和彦 君 三治 明 君 竹尾 悟 君

田中 秀典 君 土屋 範郎 君 照井 通夫 君

友原 寛之 君 中林 正人 君 波多野勝美 君

早川 正倫 君 松本 雅人 君 真城 壮司 君

村瀬冨三夫 君 安江 寛二 君 安川 正勝 君

山内 佳紀 君 山北 秀和 君 

  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３８名  ４７，０００円  

本年度の協力累計          １７８，０００円  

 

 

 
 

 
石川 良治36代パスト会長 

 

名古屋空港ＲＣ創立について 

●創立年月日 

昭和49年7月29日 チャーターメンバー37名 

●ＲＩ加盟承認月日 

昭和49年8月31日 特別代表 斉藤丹次 

●チャーターナイト 

昭和49年11月3日  

スポンサークラブ 春日井ロータリークラブ 

●ＲＩ2760地区所属 クラブ番号 14215 

現在 武田英昭会長は43代目 

 

私が1996年7月入会ですので20年になります。同期

は、金井和治君です。その時の会長は鈴木恵一さん、幹事

は市川 孝さんで、入会式は松本宏ガバナーの公式訪問で

大変緊張致しました。今では大変な「思い出」になってお

ります。鈴木さん、市川さん、ありがとうございます。 

その当時、クラブは会員数70名で先輩方が一番燃えてい

て、ピリピリしておりました。私はいいクラブに入会でき

て良かったと思います。 

他のクラブの人から「空港さんは派手な」クラブだと言わ

れたことがありませんか？ 

私なりに考えますと 

1. 周年行事には全員タクシード着用 

2. 海外姉妹クラブが4クラブ 
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① ＲＩ第3450地区九龍西ＲＣ  

1978年11月18日提携 

② ＲＩ第3830地区マカティウエストＲＣ 

1981年11月1９日提携 

③ ＲＩ3360地区チャンパークチェンマイＲＣ 

1990年11月17日提携 

④ 第5000地区ウエストホノルルＲＣ 

2013年2月22日提携 

3. 国内姉妹クラブ 

ＲＩ2600地区 松本空港ＲＣ 

 1994年11月28日提携 

 

竹尾君が実行委員長としていろいろな企画を計画されてい

ることと思われます。第21回全国空港ＲＣフォーラムが

9月10日にとり行われ、これで 4廻り目だと思います。 

「同じ“空港”と名のついたクラブ同士、地元空港を語り

合おう」として199６年広島空港ＲＣの認証状伝達式に出

席されたときに話がでてスタートしたと聞いております。 

現在のクラブメンバー 7クラブ 

旭川ＲＣ・成田コスモポリタンＲＣ・松本空港ＲＣ 

東京羽田ＲＣ・広島空港ＲＣ・佐賀空港ＲＣ 

名古屋空港ＲＣ 

以上私が感じた「派手なこと」と思います。 

新しい会員は海外・国内姉妹クラブ、空港フォーラムに参

加され全国に友達を一人でも作ることを願って卓話に代え

させて頂きます。 

 

 
  波多野勝美会員へのお誕生日サプライズ！！ 

 

 
田邊雅彦幹事司会による楽しい余興＊＊ 

 

 

 

2016 年7月20日(水) 16:00〜19:00まで名鉄グラン

ドホテルにて国際ロータリー第2016〜17年度  第１回

地区広報.雑誌.IT委員長会議が行われました。ガバナー服

部 良男さん他 2760地区83ロータリークラブの委員長 

が集まり幅広い広報活動会議を行いました。 

本年度は服部ガバナーの肝いりでもありますソーシャルネ

ットワーク.ソーシャルメディア活用についてのが会議の 

中心でした‼ 

 

地区方針として 

Ｂe The Rotarian,Find A Rotarian 

〜真のロータリアンになろう、ロータリアンを見つけよう 

〜ロータリーのブレンドを認識する 

人道的奉仕活動に参加し ロータリーのブレンドを地域の 

人に伝え新しいロータリアン仲間をみつけましょう 

 

2016〜2017年度活動方針について 

*my Rotary登録 会員50% 

*全ての新入会員 入会3年未満の会員100% 

*club central 100% 

*地区の face Book  Twitterを開設 

*地区の委員会が face Book  Twitterで発信 

*各クラブで face Bookを開設 その担当者を選任し講習 

会を開催する 

*HPをスマホ仕様とノンロータリアンへロータリーを分 

かり易くするようにフロントページを印刷 

*WFFを実施し公共イメージ向上させる(ワールド フード 

ふれ愛フェスタ) 

 

以上の内容で会議が行われたことを ご報告致します。 

 

                 広報委員長 

                   太田 威彦 

 

 

 
 

 


