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会長挨拶
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会員増強・拡大月間

金森 市造

2020年8月27日
第1290回（本年度 第7回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「夏の思い出」
:
●卓話 自己紹介
小原 理恵 会員

次回 9/3 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
■簡ガバナー公式訪問日
●卓話
簡 仁一 ガバナー

本日は我がクラブのことです。8月強調月間「会員増強・拡大・維持」
に
ついてです。
ロータリーの会員の3大義務に、
「例会出席」があることは、会員なら
十分承知のことです。10周年記念誌の中に10周年度に在籍されてい
た会員の寄稿文の中に数名の会員が「例会出席」について述べてお
られます。

お二人の文の内容は、今もこれからも十分、会員の皆
様に共感して戴けることですね。
今月の、
月間テーマである
「会員増強・拡大・維持」の
根底にある会員の心を垣間見ながら会員拡大に取り
組みたいものです。
それは、会員の皆様が身近な人に「ロータリーのよ
さ！」を自ら発することで、身近な人が「私も、ロータ
リークラブに入会したい！」
と思って戴くことですね。
先ずは、身内に入会促進運動しませんか！
ある会員の寄稿文の内容から、
周囲の人から毎週例会でなにをしているの？と言

幹事報告 (8/20)
2020-21年度第1289回（第6回例会）

幹事 村上 俊二

われる。
そう言われても、
なかなか明確な答えを言
えないのが現状である。
しかし自分自身、ひそかにおもっていることがある。
それは、学会などで仕方がないとき以外はホーム
クラブに出席することである。
あたりまえ、
と言われ
ればその通りであるが、
なかなか難しいことでもあ
る。
もちろん、大多数の皆様はそうしていらっしゃる
と思っている。私がそれを実行しているのは、一度
ズル休みをすると、性格上ついつい休み癖が付い
てしまうこともあるが、ほかに何もロータリアンらし
いことができないので、
ロータリアンの義務である
例会出席をはたしている。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

例会に出席して、皆様と親しくお話しをさせて戴く

それではこれからの行事予定を申し上げます。

ことは、本当にありがたいことだと思っている。

■8月20日
（木）、本日は大蔭ガバナー補佐訪問日で

他にもう一人の会員さんの寄稿文から
「今の私は、大阪中之島ロータリークラブをやめよ
うか、否か悩んでいる。週1回食事をして、挨拶をし

あります。例会に先立ち11時半より太閤園4階寿の
間にて懇談会が行われました。
本日の卓話者は西田会員でありますのでよろしく

て帰る。
こんなクラブ生活でいいのだろうか。果た

お願いします。

して何の意味があるのだろうか・・・と」

また、後ほどIT委員会から栗山委員長のご報告が

これは5年前の創立5周年記念事業の原稿の出だ

あります。

しである。そして今、10周年記念文集の原稿に頭

いつもなら例会終了後大蔭ガバナー補佐をお迎え

を悩ましている。
この五年間での私のロータリー生

して第1回クラブ協議会を開催するところですが、

活はあまり変わっていない。
しかし、
クラブに対す

コロナウイルス感染拡大予防の観点から中止致し

る考えはすごく変わったと思っている。
「退会」
とい

ました。
そして例会終了後、現下の情勢の中で今後

う意識から
「愛着」
という気持ちに。

のクラブの例会をどう運営してゆくのかを審議す

それは、情熱を持ったメンバーの集まりでありたい

る臨時理事会を開催致します。

気概を持ったメンバーの集まりでありたい
気品を持ったメンバーの集まりでありたい
私はメンバーとしては、
まだまだ努力しなければな
らない
と自嘲気味に記されています。

■8月22日
（土）、地区青少年奉仕委員長会議が大阪
YМCAで開かれます。
檜皮インターアクト委員長よろしくお願いします。
■8月27日（木）、
この日の卓話者は小原会員であり
まして、卓話の時間のなかで卓話と同時に自己紹

介もかねてお願い致します。小原会員ご準備よろしく
お願いします。

■9月10日（木）、
この日の卓話は藤本会員となって
いますので、
ご準備よろしくお願いします。

■9月3日
（木）、簡ガバナーの公式訪問日になってい

■9月17日
（木）、
この日は臨時総会があります。前年

ます。例会に先立ち11時半より太閤園淀川邸にて

度事業報告、会計報告、監査報告があります。

懇談会があります。出席義務者として金森会長、辻

また例会終了後、理事会が開かれます。

一夫エレクト、栗山ノミニー、高島会員、嶽下次年
度幹事、村上幹事の出席をお願いします。
また例会終了後クラブ役員会が開かれます。
■9月5日
（木）、地区職業奉仕委員長会議が大阪YМ
CAで開かれます。
戸田職業奉仕委員長よろしくお願いします。

■9月24日（木）、
この日の卓話者は檜皮会員となっ
ておりますので、
よろしくお願いします。
それから、職業奉仕委員会の出前授業が中之島朝
日カルチャーセンターにおいて、16時から17時30
分まで行われます。
戸田委員長よろしくお願いします。

夏果実について

西田 末彦 会員
県でも色々な農協がありますが、大栄町の西瓜は品
質、量とも鳥取県ナンバーワンです。僕個人的にはこ
の鳥取県の大栄西瓜が一番美味しいと思っておりま
す。西瓜の美味しさはやはり食べた時のシャリ感だと
思います。あまり固すぎてもダメでまして綿になって
いるようなものは論外で、食べた時のシャリ感と甘さ、
そしてみずみずしさとの絶妙なバランスが美味しさ
のポイントだと思います。
6月上旬から7月中旬にかけてはこの大栄西瓜が販
売の中心となります。そして7月中旬から福井県、石
川県の入荷が始まり、7月下旬から長野県は松本産、
以前この卓話ではミカンとリンゴについてお話をした

山形県は尾花沢産、
そして8月に入り秋田産と続いて

と思いますが、
この果物はどちらかと言うと秋から冬

いきます。大体西瓜は8月下旬でシーズンは終わりま

果実ですね。そこで今日は夏果実についてお話をし

す。
ちなみに北海道でも西瓜は栽培されていますが、

ようとおもいます。夏の果物といえばまず真っ先に思

どちらかといえば変わり種西瓜が多いです。有名なと

い浮かぶのが西瓜だと思います。そして爽やかな初

ころでは表面が真っ黒なデンスケ西瓜、それにつる

夏の香りのする桃についてお話をしようと思います。

が付いたダイナマイト西瓜、檻に入れられて出荷され

まず西瓜ですけれども、スイカは産地間リレーが見

るその名もゴジラの卵等などです。

事に出来ております。
日本列島西から東、南から北と

僕なんかは西瓜を見ればポンポンと叩きたくなるの

その時々の時期によって産地が変わっていきます。

ですが、
それは西瓜を叩いてその音で西瓜の中身を

そう皆さんがスーパーの売り場で見ている西瓜はど

見るのです。叩いてポンポンと跳ね返るような澄んだ

れも同じように見えますが次々に産地が変わってい

音がすればまず間違いなく中が詰まった西瓜です。

るのです。

それに引き換え叩いても音が跳ね返ってこない西瓜

まず西瓜の出始めは4月上旬から九州は熊本産から

は、
まず中が空洞化になっています。

始まります。4月から5月にかけては日本の店頭に並

続いて桃についてお話を致します。桃の出始めは6月

んでいる西瓜は90％以上熊本産です。
ちなみに生産

中旬から和歌山県の白鳳系の桃から始まります。そ

量日本一は熊本です。
そして6月上旬からは関西では

いて2・3日後に山梨産の入荷が始まります。昔は桃

鳥取産、関東では千葉産の西瓜が出始めます。鳥取

の出始めの品種は布目とか砂子と言う早生系の桃が

中心で、見た目は良いのですが味がまずかった。で

らい入荷するのですがその年は約10,000ケースぐら

すが今は品種改良が進んで出始めから日川白鳳な

い入荷しました。

どの白鳳系の桃に代わり出始めから美味しいです。

それも連日約10日間ぐらい続き、相場は暴落、値が

桃の品種は大きく分けて白鳳系と白桃系の2種類に

つけれないほどでした。

なります。出始めは白鳳系で水分が多くピンク色をし

私共の取引先であるスーパーライフさんは、元々盆

ています。白桃系は字のごとく色が白く少し硬めの桃
で日持ちがするのが特徴です。7月の中旬から白桃
系の桃の入荷も始まります。7月の下旬から長野産、8
月に入り福島産の入荷が始まります。盆前は福島産、
長野産が中心で山梨産もまだ結構あります。8月下旬
からは山形産の入荷も始まり、9月下旬まで販売され

前の時期は桃の販売は福島産が中心でしたので、有
難い事にその年も積極的に販売してくれました。が、
その分リスクも大きく、
もしライフさんの売り場で福島
産の桃から基準値を超えた放射性物質が出れば、即
全量撤去、廃棄でしたのでヒヤヒヤものでした。幸い
出なかったので良かったです。
しかし風評被害は続

ます。

き、
その後4・5年は長野産の桃が、例えば4,000円だ

昔は桃の北限は山形県と言われてましたが、
最近では

とすると福島産の桃は2,000円ぐらい、
と言う様に値

温暖化の影響で青森県でも結構栽培されております。

段が出ませんでした。今はもう変わらなく評価されて

関西では岡山県の桃も結構有名ですが、生産量がそ

おります。

れ程多くなくほとんどが地元の贈答用として消費さ

あと少し時間がありますので、大阪中央市場におけ

れ、他府県への出荷はすくないです。

る新型コロナウイルスの影響についてお話したいと

そして桃は雨の影響を一番受けやすい果実で、収穫

思います。今年の4月、5月に緊急事態宣言が出され

の一日前に雨が沢山降れば、
たちまち水臭くなります。
逆に言えば回復も早く、
それまで水臭かった桃も天気
が一週間続くと味は回復して美味しくなります。従い
まして皆さんが桃を買う時は一週間の天気を確認し
て買われる事をお薦めします。一週間天気であれば
その桃は産地、
品種に関係なく美味しいでしょう。
ここで東日本大震災の時の福島産の桃の風評被害
について少しお話をしたいと思います。9年前の3月
に東日本大震災と原子力発電所の事故があり、その
年の8月に福島産の桃が入荷した時の事です。福島
産の農作物には物凄い風評被害があり、桃も例外で
はありませんでした。福島産の桃を販売するには農

ましたが、中央市場は生鮮青果物、水産を扱ってます
ので通常通り営業でしたので、全体的には大きな影
響は御座いませんでした。私共の会社は幸い取引先
が量販店中心でしたので大きな被害は出ませんでし
た。
しかし納品中心の販売をしている会社は売り上
げが前年の20％〜30％に落ちたところが何社かあ
り、大阪中央市場の青果は120社程仲卸があるので
すが、売り上げが50％以下に落ちた会社は24社あり
ました。
果実の相場はあまり影響を受けなかったですが、一
つだけ大きく値を下げた品種がありました。いわゆる
高級メロンと言われている静岡のクラウンメロンです。

協と県の、放射能物質の基準値以下だと言う保証書

半値以下まで値を下げました。

がいるのですが、それがあっても多くのスーパーは

野菜の相場は一昨年の10月位から暴落が始まり今

販売禁止でした。いわゆるナショナルチェーンと言わ

年の4月頃までずっと安値でした。

れる大手量販店、
イオン、
イトーヨーカ堂、
ダイエーな

このような安値が一年半も続くのは珍しいのですが、

どはマスコミを意識して販売してくれました。

今年の4月から新型コロナウイルスの影響かどうか

農協には共撰率と言うものがあって、生産者はまず自

は分かりませんが、
まず土物と言われるジャガイモ、

分が持っているお客さん、或いはネット販売、或いは

人参、玉ねぎなどが値上がりしその後梅雨ごろにか

道の駅などで先に販売して、販売しきれなかった桃

けてハクサイ、
キャベツ、
レタスなどの葉物が大きく値

を農協に持って行くのですが、その年は勿論個人で

上がりし、その他の野菜もつられて値を上げ、8月上

は売れなく、100％農協に持ち込まれました。従いま

旬ころにはキロ単価320円ぐらいで、例年の約3割高

して農協には普段の倍近い桃が運ばれました。

になっております。

風評被害は関西よりも関東の方が強く東京市場はあ

長梅雨と日照不足での生育不良はありますが、新型

まり引き取らなく、その分大阪市場に沢山の桃が入

コロナウイルスによる巣ごもり消費の影響もあると考

荷しました。普段大阪市場には日量約4,000ケースぐ

えております。
ご清聴ありがとうございました。

tulations!
Congra

戸田会員・井本会員が「第1回米山功労者（10万円達成）」、
西田会員が「第3回米山功労者（30万円達成）」の表彰を
米山奨学委員会より受けました。

IМ6組の大蔭ガバナー補佐がお見えになりました。

2020-2021 年度

9月度臨時理事会議事録

日 時：2020年8月20日
（木） 13：40〜
場

所：太閤園

出席者：金森・辻（一）
・栗山・安達・満村・西田・戸田・高島・前田・檜皮・嶽下・村上

以上12名（敬称略）

欠席者：木村・辻（義） 以上2名

開会の挨拶（金森会長）
緊急の臨時理事会を招集させて頂きましたところ、多
数ご参集たまわり誠にありがとうございます。

・ズーム会議の詳細は、
ズーム委員会で取りまとめる。
（ズーム委員会＝栗山、梅原、井本、福田、前田）

2. 役員会、理事会について

今日は、
コロナ感染に対しての今後の例会運営につ

⇒［ 承認 ］

きまして、皆さん方のご意見をお聞きしたいと思いま

・例会と同じとする。

す。宜しくお願いします。
1. 会務運営について
①地区ならびにIM6組の会務参加について
参加者の判断で対応する。 ⇒［ 承認 ］
②例会運営について ⇒［ 承認 ］
・太閤園が開いている限り、通常どおり例会は開催
する。
・非常事態が想定されるため、
ズーム会議の開催の
ための模擬ズーム会議（9月19日）
を開催する。
こ
の場合、全員ズーム会議ができる環境を整えてお
くこと。
・ズーム会議は、特定場所（発信場所）に会長、幹事、
SAAが出席し発信する。なお、ズームでの会議に
代えて、この特定場所に参加することもできる。
［混合型］
・ズーム会議は、例会としての位置付けである。

・太閤園で例会が行われた場合は、通常どおり役員会、
理事会を開催する。
・ズーム会議（混合型）
も、ズームと特定場所参加との
混合型とする。

3. 例会費の還付について
一堂に会しての例会運営を行わないことによる例会
費の還付については、前年度同様還付する。
⇒［ 承認 ］

4. 会長からのお願い
・各委員長には、
こういった時期ですので、それを踏ま
えた事業を計画して頂きたいと思います。無理のな
い事業計画をお願いします。
・週報については、
ズーム会議も発行します。

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）
どうも有難うございました。

開明中学校・高等学校インターアクト&高槻中学校・高等学校
合同委員会・文化祭のご連絡

インターアクト担当 檜皮 悦子

日ごろはお世話になり、厚くお礼申し上げます。開明中学校・高等学校インターアクトクラブの木下知
香です。
さて、
この度、8月30日
（日）
に高槻インターアクトとの合同活動において、
「模擬国連」
を実施する運び
となりましたのでご報告致します。
これに伴いまして、企画書とイベント関連資料を送付させて頂きます。
お忙しい所大変恐縮ですが、
ご査収頂けますよう、
お願い申し上げます。
これからも変わらぬお力添えをくださいますようお願いいたします。
開明中学校・高等学校インターアクトクラブ
2020-21年度会長

木下 知香
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ニコニコBOX

辻（一）
：ニコニコせす
栗山：暑いですね。ニコニコ
吉田：ニコニコ
山本：大蔭ガバナー補佐、
ようこそお越しくださいまし
た。大歓迎です。
高島：大蔭ガバナー補佐、吉村ガバナー補佐エレクト
ようこそ中之島へ
ご指導よろしくお願いいたします。
嶽下：大蔭ガバナー補佐、吉村ガバナー補佐エレクト

8月20日のメニュー

ようこそお越しいただき有難うございます。
下岡：暑い暑い日が続きますねニコニコ
北村（讓）
：大蔭ガバナー補佐、吉村ガバナー補佐エレ
クトようこそお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
前田：盆休みに3,000メートルの空気を吸いに北アル
プスに行ってきました。
往復の列車は1車両10人未満でした。
まったく
の貸し切り状態
北村（薫）
：西田会員、卓話頑張ってください。
西田：大蔭ガバナー補佐ようこそお越しくださいました。

小

鉢

鮪時雨煮

そして皆様本日卓話です。
よろしくお願いいた

三つ葉

します。ニコニコ

三枡
造 り すずき洗い 鰹焼造り
茗荷 あしらい

満村：ニコニコ

焚

合 牛肉柳川蒸し
生姜餡 青海苔

八

寸 （小付）山菜海苔佃煮 叩き長芋
出汁巻き玉子 鰆西京ずんだ焼
鯛引き皮煮凍り 帆立黄金
トマトシロップ煮 はじかみ

外だし
焼 物 米茄子島味噌田楽
軸防風
食

事

鰹利久

留

椀

赤出汁

本日合計 : ￥30,000

一寸豆

香の物

計 : ￥178,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

36名
6名
1名
28名
7名

出席率
7月16日の修正出席率

7 月22日
7 月22日
7 月15日
7 月14日
7 月31日
7 月31日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

2名
0名
0名
0名

80.00 %
97.14 %

●本日のビジター

●メイクアップ
藤本 淳司
満村 和宏
北村 薫
上山 英雄
山本 肇
北村 讓

累

親睦委員会
親睦委員会
瀬戸田RC
八尾中央RC
大阪大手前RC
大阪大手前RC

ガバナー補佐（大阪大手前RC）
大蔭 政勝 様
ガバナー補佐エレクト
（大阪平野RC）吉村 昭 様

