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山口  競君の新入会員卓話  「日本料理について」より 

 

の紹介により、彼はロータリークラブと出合いました。

そして帰国後の1920年10月、米山梅吉は東京 RC を創立

し会長に就任しました。幹事は福島喜三次です。米山

奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立に貢

献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足しまし

た。そこには二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、

国際親善と世界平和に寄与したいという、当時のロー

タリアンたちの強い願いがあったのです。現在も、「将

来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日本を

世界に理解させるためには、アジアの国々から一人で

も多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で

感じてもらうしかない。それこそ、日本のロータリー

に最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか」と

いう思いを込めて運営されています。 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は山口 競会員

の新入会員卓話です。後ほどよろしくお願いいたし

ます。 

さて本日は、日本におけるロータリークラブの父

と称されています、米山梅吉についてお話いたしま

す。1920年世界855番目の RC(東京 RC)を創立し、日

本に初めてロータリーを導入しました。東京 RC の初

代会長に就任し、1924年には RI のスペシャル・コミ

ッショナーになり、日本のロータリーの発展の基礎

を築いてくれた偉大な人であります。1868年2月4日

大和国高取藩の和田氏の三男として東京に生まれ、

父の死後、母の故郷の静岡県長泉（現米山梅吉記念

館の所在地）に移り、中学生までここで過ごします。

1883年上京し、1887年、米山家に養子として入籍。

同年渡米し学問を修め1895年帰国後、三井銀行に入

行しました。その後1918年の渡米中、ダラスロータ

リークラブのロータリアンになっていた福島喜三次 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 中山泰男様 

（社会福祉法人 リデルライトホーム） 

 

 

 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

５/７  地区 RAロータリー家族清掃活

動及びポリオプラス募金活動 

５/２０ 人吉 RC 創立 60周年記念式典 

     ＠人吉カルチャーパレス 

あゆの里 

５/２１ 漆島会長年度ゴルフコンペ 

     ＠球磨カントリークラブ 

５/２７ 2017-18 地区会員増強セミナー 

     ＠熊本学園大学 

 

 

 

第３３回例会記録（通算第 2723回）  

平成 29（2017）年４月２４日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

児島幸良様（東京銀座 RC） 
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2017-18（次年度）RI 第2720地区 委嘱状伝達式 

地区副幹事（井上雅文君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～合同例会のため場所変更 

[日  程] 5月17日（水）12：30～ 

[場  所] 宝塚ホテル 

○水前寺公園 RC～昼例会へ時間変更 

[変更前] 5月24日（水）18：30～ 

[変更後] 5月24日（水）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月30日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～夜例会へ時間変更 

[変更前] 5月31日（水）12：30～ 

[変更後] 5月31日（水）18：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（水）12：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

 

 

 

 

 

1.熊本南ローターアクトクラブより「例会報 Vol.18、19」が届い

ております。 

2.地区事務所より、2017-18（次年度）地区副幹事委嘱状が

届いております。（井上雅文会員・林田公治会員） 

3.来週（5/1）例会は「定款に基づき休会」です。次回は5/8

（月）です。ご注意ください。 

4.例会終了後「寿崎奨学会 理事会」を開催いたします。関

係各位はご参加をお願いいたします。 

 

出席報告（井上雅文君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３６名 62.07％   ７７.１９％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

委員会報告 

●出席委員会（井上雅文君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。出席委員会よりお願いです。 

最近連絡のないまま例会を欠席される方が多いよう

です。食事のロスを減らすためにも、欠席の際はでき

るだけご連絡をいただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

●親睦活動委員会（三角雄介君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

来る5月21日（日）「漆島年度 ゴルフコンペ」を開催

いたします。前日は人吉 RC の創立60周年記念式典も

ございますので、多数のご参加をお待ちしております。 

 （詳細は下記のとおり） 

【日 時】2017年5月21日（日）午前8：59スタート 

【場 所】球磨カントリークラブ 

【会 費】プレー費9,800円/会費2,000円 

（セルフプレー、食事・飲み物は別途） 

【表彰式】プレー後クラブハウスにて 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より

ご案内です。次年度も台北大同扶輪社との青少年交換

留学事業を行います。今回は受け入れ年度となります

が、日程は8月上旬を予定しております。先方より5～

6名の留学生を予定しているとの連絡をいただいてお

り、日程等の詳細が決定次第ホストファミリーの募集

を行いたいと思います。皆さまのご協力をよろしくお

願い申し上げます。 
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●スマイルボックス（告坂和紀君） 

   

 

 

 

 

○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君 

北口 誠君 

 本日ご来訪の東京銀座RC 児島幸良様を歓迎いたしま

す。また、本日の卓話者 山口 競会員に感謝します。

昨夜は楽しみで眠れませんでした。 

○坂本研一君・古財良一君・丸山浩之君・北口 誠君 

星野誠之君・三角雄介君・坂本幸樹君・ 

 5月4日（木・祝）13：00～代継宮で曲水の宴が開催さ

れます。連休中ですがお時間をいただき、雅な宴をご

堪能いただければ幸いです。もちろん入場無料です。

よろしくお願い申し上げます。 

○寿崎 肇君 

 熊本南RCで30年続けたバドミントン大会が、地震の影

響で使えなかった県立体育館が使えるようになり、来

る8月22日9：00～開催されます。私は熊本南RCでやっ

ている気持ちです。市内全域1,000名ほどが参加しま

す。応援に来てあげてください。 

○山下洋一郎君  Ⅱ 

 このたび三角会員のご高配を賜り、株式会社エムロー

ド様の沖縄社員旅行をいただきました。また、坂本会

員はじめ、たくさんの方々に各種旅行のお申し込みも

いただいております。皆さまのお心遣いに感謝しスマ

イルいたします。今後とも何卒よろしくお願いいたし

ます。 

○河津延雄君 

 昨日のブルーインパルスの飛行、無事終了しました。

応援ありがとうございました。 

 

●会員卓話（古財良一君） 

 「日本料理について」山口 競君 

  

 

 

 

 

 日本料理屋 

 本膳料理 

懐石料理（お茶で供される） 

 会席料理（宴会等で供される） 

他にも 

精進料理、普花（ふか）料理、卓袱料理 

 

本膳料理 

「食を取る」という行為自体に儀式的な意味合いを持

たせるのが特徴です。格式が高く、日本料理の原点と

いわれています。室町時代の武家作法から確立したと

いわれていますが、現在は冠婚葬祭などの儀式の時に

食べる料理にその面影が残されている程度で、実際は

あまり見る機会がないと思われます。器の並べ方、食

べる順序、服装など全てにおいて細やかな作法や順序

が決められています。 

五の膳（引き出物） 

与の膳 

三の膳 

本膳 

二の膳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懐石料理 

本来、茶席でお茶を出す前に出される簡単な食事のこ

とを指します。本膳料理よりも古い歴史といわれてい

ます。鎌倉時代の頃、日本人は一日二食の生活を送っ

ていたようです。特に禅寺で厳しい修行を積む僧侶が

空腹や冷たさをこらえるため、腹（懐）に温石（おん

じゃく）を抱え紛らわしたといいます。この温石を「薬

石」といい、懐石の語源となっています。また、安土・

桃山時代に千利休が茶道を確立していく中で、茶を美

しくいただくために作くられたという話もあります。

特徴：すべて食べきれる、できたてをその都度運ぶ、

季節感や祝いの心など言葉にならないメッセージを伝

える。 

 

会席料理 

俳人たちが句会を催したあとで楽しむ食事から始まっ

たといわれ、江戸時代中頃から懐石料理、本膳料理と

いう当時のフォーマルな料理をアレンジして堅苦しさ

をなくし、生み出された宴会料理です。 

1.お酒、先付 

2.前菜 

3.椀物 

4.向付（刺身） 

5.煮物（炊き合わせ） 
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6.焼き物 

7.揚げ物 

8.ご飯、香の物、止め椀 

9.水菓子 

 

割烹 

「割」は包丁で切ること、「烹」は火を使って煮炊き

する調理法のことを指します。つまり、「割」はお造

り、「烹」は出汁、煮物のことなどを象徴しています。

また、店舗内に調理場があり、板前が調理し料理を提

供するお店です。カウンター越しに料理人が料理をす

る姿を見ることができたり、料理人と会話ができたり

と粋のある雰囲気の中で食事をすることができます。 

 

料亭 

本格的な日本料理が食べられるお店、原則として予約

をして利用します。食事をとるところは、個室が多く、

その個室には庭が見えたりし、ゆっくり静かに食事を

とることができます。また、芸者衆を呼ぶことができ、

中居が接客につくのも特徴的であります。 

そこに明確な基準はありません。 

割烹は料理を楽しむ、料亭は料理、酒、芸、建物、調

度品など全体的に楽しむものと考えます。 

 

【例会予定】 

5/15 調整中 

5/22 調整中 

5/29 調整中 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：5月11日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：未定（専門知識） 

 

日時：5月25日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：未定（社会奉仕） 

  

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日） 

日時：5月10日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：5月24日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

 

 

◆RIニュース（国際ロータリーHPより） 

  ロータリー会長より アトランタ大会に関するメッセージ   

この度、6月にアトランタで開かれるロータリー国際

大会 に、ビル・ゲイツ氏を講演者としてお招きする

こととなりました。このニュースを皆さまにお知らせ

できることを、誠に嬉しく感じております。ロータリ

ーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、長年ポリオ撲滅

活動で協力してきました。この関係は、ポリオの撲滅

まであと少しとなった最終局面において、さらに深ま

っています。ゲイツ氏と妻メリンダさんは、毎年恒例

のレターの中で、ロータリーに対する感謝と、各国政

府、ユニセフ、世界保健機関（WHO）、米国疾病対策

センターとの協力を通じて成し遂げてきたポリオ撲

滅活動の目覚ましい進展に触れています。効果的なリ

ソースがそろった今、昨年のポリオ症例が歴史上最後

の症例となるか、今後症例があったとしてもそれが最

後となる可能性があります。このような状況を踏まえ、

本大会ではゲイツ氏がポリオ撲滅の完遂のために私

たちにできることを語ってくださいます。 6月10～14

日にアトランタ（米国ジョージア州）で開かれるロー

タリー国際大会に、私とビル・ゲイツ氏とともに、皆

さまにもご出席いただけることを願っております。こ

の素晴らしい講演を聴ける機会をぜひお見逃しなく。  

 

2016-17年度ロータリー会長 

ジョン F. ジャーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riconvention.org/ja
http://www.riconvention.org/ja
http://b-gat.es/2lFVeqz
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