1300

（ 11月5日）

月 間 テ ー マ（ 11月 ）

会長挨拶
会長

ロータリー財団月間

金森 市造

2020年11月12日
第1300回（本年度 第17回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 ロータリー財団卓話
北村 薫 会員

次回 11/19 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
■職業奉仕による移動例会
ガバナー事務所にて
●卓話 住まい・まちづくりに関する
出前授業について
大阪東淀ちゃやまちRC 会員
戸田 和孝 様
■第6回12月度理事会
13：40〜 トヤマビル 会議室
本日は、月間テーマについてお話しする日です。11月の月間テーマ
は、
「ロータリー財団月間」
です。
そこで、
ロータリー財団についての概
略を今一度皆様と共有したく思います。
ロータリー財団は国際ロータリーの活動の推進を資金的に支援する

ための非営利財団で、その使命は「ロータリアンが、
世界で健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

幹事報告 (11/5)
2020-21年度第1299回（第16回例会）

幹事 村上 俊二

困を救済すること通じて、世界理解、親善、平和をで
きるようにすること」
です。
ロータリアンをはじめ、
より良い世界を築こうというビ
ジョンを共有する財団支援者の自発的な寄付にのみ
によって支えられ、国際ロータリーの目的を推進する
ための独立した信託機関として、全資産を維持、投
資、管理、運営しています
（手続要覧より）。
その歴史は、国際ロータリー6代目会長アーチ・クラ
ンフが、1917年アトランタ国際大会で「基金をつく
り、世界的規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野
で何か良いことをしよう」
と提案したのが始まりです。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

この基金が発展し、
1928年ロータリー財団月と名付け

それではこれからの行事予定を申し上げます。

られ、
国際ロータリーから独立した機関となりました。

■11月5日（木）、
この日の卓話者は早瀬会員となっ

アーチ・クランフが、提案した時に掲げた言葉「世界

ております。早瀬会員よろしくお願いします。

によいことをしよう：Ｄoing good In the world」は、

また、
例会終了後、
第6回クラブ役員会が開かれます。

現在もロータリー財団のスローガンとして使われて

■11月7日
（土）、親睦小委員会によります、大阪城散

います。

策とBBQでの秋の懇親会が大阪城ブルーバーズ

設立以降、全世界のロータリアンや関係者からの寄

ルーフトップテラスにて開かれます。

付をもとに財団独自のプログラムと各地区やクラブ

時間は大阪城散策が14時から、BBQは17時からと

の活動の支援プログラムを二本柱とする制度を整

なっております。

え、国際ロータリー活動を支える中核機関としての役

■11月12日
（木）、
この日はロータリー財団委員長卓

割をはたしてきています。

話があります。北村薫委員長ご準備よろしくお願い

私達クラブ会員は、財団に寄付することの意義を理

します。

解することは大切で日本においては税制上の優遇措

尚、今年は成美学寮の餅つき支援が中止になりま

置を得ることができるようになりました。すなわち、特

したので、例会終了後、会長・幹事・辻義光委員長・

定公益増進法人への寄付として、所得税、法人税、相

安達会員の4人で成美学寮のほうに支援金と記念

続税の税法上の優遇措置があります。

品の贈呈に参ります。

寄付することの意義を理解したら、補助金を使って奉

■11月19日
（木）、
この日は職業奉仕委員会によりま

仕事業を積極的に取り組むことも大切です。

す、移動例会となっております。

財団の補助金プログラムは、

ガバナー事務所を訪問見学し、
ここで移動例会を

1．地区補助金

行います。戸田委員長ご準備よろしくお願いします。

2．
グローバル補助金

また、移動例会終了後、現地で第6回12月度理事

3．
ロータリー平和センタープログラム
4．
ポリオプラス
でクラブやロータリアンが自らのプロジェクトに直接
使用できる補助金は四つある財団補助金プログラム
の中で地区補助金、
グローバル補助金が身近に使え
るプログラムです。
その運用等については、地区で活
躍して頂いています村橋会員が当クラブに居られま
すので心丈夫です。取り組める奉仕活動を決めて多
いに申請したいものです。

会が開かれます。
■11月26日
（木）、
この日の卓話は、北口会員となっ
ております。北口会員ご準備よろしくお願いします。
■12月3日（木）、
この日の卓話は安達会員となって
おります。
また、
例会終了後第7回クラブ役員会が開かれます。

湯木 貞一

担当：早瀬 道圓 会員、講師：本吉兆 会長

湯木 潤治 様

うと考えるようになった。
それから一流の料理人の下
で勉強したいと、父に頼み名料理人といわれる人を
招きいれた。
24歳の頃に松平不昧公の茶会記が載っている本に
出会い、茶の湯の料理を始めてみる。行間あふれる
季節の彩りに心を奪われ、目からうろこが落ちるよう
な思いがした。繊細な心を尽くして季節が表現され
ている、なんとすばらしい料理だろう。自分が今まで
知っている、単においしければよいという料理とは違
う。
このお茶の料理と自分の今まで知っている料理と
を融合させて、新しい品格のある料理を作りたいと、
貞一の祖父辰平は、広島の矢野村という半農半漁の
村で正月屋という屋号で廻船問屋を営んでいました。
明治維新以後には、家業が立ちいかなくなってし
まったため、家業柄持っていた船に広島特産の牡蠣
や広島菜を積んで兵庫まで運び、牡蠣船の商売を始
めることにしました。
牡蠣船というのは、毎年10月頃になると広島から牡
蠣を積んだ船が大阪や堺、神戸あたりにやって来て
港や河の橋のたもと等に船を止めて、油障子を建て
た船内で牡蠣料理を供していたものであります。
父の吾市は、最初牡蠣船を手伝ってはいたが、船で
寝起きをする生活と季節や天候に左右される不安定
な生活を嫌い、陸の上で落ち着いた仕事の方がよい
と、13歳でおじが経営していた神戸の本現長に見習
いに入りました。そうしてのれんわけしてもらって明

弾けるような思いに体中が満たされた。
30歳のときに新町で吉兆を興しました。昭和5年の
11月21日でした。
父からすれば、いずれは「中現長」にかえらなあかん
けど、
自分でやれるかやれんか試すつもりでした。店
の名前は、大阪ゆかりのものから、天神祭に関するも
の、今宮戎の吉兆笹から、町絵師の須磨対水さんが
付けて下さいました。店は間口1間二分五厘づくりの
店で、料理場が横に張り出していて、四分の一間ほど
の細い所をカウンターにして、そこをずうっと奥へ
通ってもらうと右側に、8人掛けのテーブルがあり、
そ
の反対側の掛け出しには2人差し向かいで食べても
らえる席がありました。
30歳の時、閉店の少し前にいとこと結婚
御鯛茶所と須磨対水さんに木地に看板を書いて貰った

治28年に
「中現長」を興したのです。当時はまだ、牛

下働きの男の子（後に生尾の主人となる）
と家内の3

肉はあまり好まれなかったのでかしわのすき焼きを

人で始めた

はじめた。鶏料理が専門でしたがうなぎや宴席料理

鯛茶のほか一品料理を7色ぐらい黒板に書いてあった

もしていました。

鯛茶85銭、酒一合10銭、御飯まで一通りいくと3円近

中現長は、繁盛して大正の始め頃には三百坪の敷地

くになった。
つるや、花外楼で8円

に、職人は15人を数えるほどになっていました。神戸

最初、お客さんはなかったが、湯豆腐でお酒を一杯

中央料理組合長も務め、豪気な性格で、
よく働き、
よく
遊ぶ人であった。
その吾市の長男として貞一は明治34年5月26日に誕
生しました。小学校時代は成績優秀で、学校代表で
神戸市長に会う機会もあったという。
しかし父吾市の
考えで16歳から修行を始め、最初は、中学に通う同
級生のことをうらやましく思うも、
どうせ料理屋になら
なければいけないのだったら、一流の料理人になろ

飲むお客さんが入り出してきて、
それからだんだんと
増えだしてきた。
25歳の頃、出雲のお殿様の松平不昧さんの「茶会
記」
を読んでから初めて日本料理の中に
「季節」が生
かされていることを鮮明に意識した。
日本料理には、
旬という考え方があって自然に季節にマッチしてい
るものですが、季節を自分から意識して料理をするよ

中も営業が続けられた。
しかし昭和20年3月13日の空襲で全部焼けてしまっ
た。前日まで商売をしていたので何も残らなかった。
それから芦屋に一時移り1日1件の出仕事で商売を
しています。
昭和21年の節分に平野町
その後小島嘉助さんの自宅、
昭和12年に立てられた
嵐山店

うになった。
自然とお茶人の贔屓筋が増えていった。
その他、色街であったので、旦那衆が芸者さんをつれ
て2次会として鯛茶を食べにこられた。

23年10月

本店

24年11月 平野町から移転する

船場

31年8月

東京

36年7月

ロイヤル

40年10月

本膳料理が本流、懐石は茶の湯という風流な遊びの
中で、
茶をおいしく飲むための料理

昭和12年37歳の時、畳屋町に移りました。昭和20年
3月13日の戦災に遭うまでここにいました。

シンプルにして実質的、
質素にして十分なる料理

今度は3間間口の奥行き30間の大きさの店（1間＝
1.818m）
で、板前は6，
7人使いました。
戦争中、大阪府知事河原田稼吉さんが、
この戦争で
日本料理が滅んでしまったら、
その時の知事として責
任がある、それで本当の日本料理を食べさす吉兆は
戦時下でも営業をさしておいたらどうやということで、
吉兆を残すことになった。
そうして一軒だけでは誤解
が残るのでもう一軒江戸堀の「つる市」
ものこすこと
になった。
こうして緊急措置例の除外の特典をいただいて戦争

湯木貞一

きく

照子

湯木 義夫

湯木 俊治

東京吉兆
︵長女︶

湯木 昭二朗

湯木 潤治

湯木 敏夫
湯木 康之

杉井 延子

徳岡 邦夫

湯木 喜久郎

本吉兆
︵長男︶

徳岡 孝二

京都吉兆

準子

︵次女︶

︵没︶

上延 多万喜

佐和子

船場吉兆
︵三女︶

湯木 尚治

湯木 晴子

湯木 正徳

義子

奥野 八重子

神戸吉兆
︵四女︶

湯木 義和

近現代・系図ワールド
（kingendaikeizu.net）
より

■「吉兆」創業者・湯木貞一

に、のれん分けしてそれぞれが別法人として独立

高級料亭「吉兆」は、1930年、神戸の料理屋の跡

した。
（孫は各2人ずつ、計10名で、
そのうち料理人

取りだった湯木貞一が創業。

は数少ないが、京都吉兆・徳岡邦夫がマスコミ等

茶道などに造詣が深く、料理に茶懐石の手法など

で有名。）

を用いて高い評価を受けた。

5社による
「吉兆グループ」は高級料亭には珍しい

吉兆は79年と86年、東京サミットの料理担当にも

多店舗展開を実施。

選ばれ、世界的にも知られるようになった。

中でも船場吉兆の積極的な事業展開は際立ち、洋

88年には、料理人としては初めて文化功労者に選

風デザートや、
「高級料亭の味を家庭でも」
のキャッ

出された。

チフレーズで、
惣菜の販売にも乗り出していた。

■一男四女に、
のれん分け
貞一は、長女・照子、長男・敏夫、次女・準子、三女・
佐知子、四女・義子をもうけた。
バブル崩壊後の91年、貞一の孫や娘婿（料理人）

人気の一方で、
「売り上げ拡大に走りすぎて、品質
や伝統を守れるのか」との声もグループ内部から
上がっていたという。
※吉兆の
「吉」
は、正確には、下が長い「土」
に
「口」。

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

から大阪の都市伝説を聞いています。それは「お婆
ちゃんが人にあめちゃんをあげるのが好きだ」
という
ことです。いつの間にお婆ちゃんの方からあめちゃん
をもらうことをものすごく憧れるようになりました。
そして、去年の三月くらいと思います。雨の日で電車
に乗って、いつも人たちが車両に入ってくると席が必
要な方がいるかなと思って、席が必要な方を探して
目も泳ぎ始めました。
この時、非常にシャイに見える
お婆ちゃんが私の前に来ました。
ちょうど車内も混雑
になったので、
「座ってください」
とお婆ちゃんに席を
譲りました。心の中に盛り上がっているとき、急に手
皆様こんにちは、私は10月18日に米山奨学生レクリ

が繋がられました。
それはそのお婆ちゃんです。
お婆

エーションに参加してきました。
この日に奨学生たち

ちゃんがこっそり私の手にあめちゃんを入れました。

は一分間のスピーチを行いました。今回皆様と当日

ささっと自分の駅に降りて、手を開いたら八つのあめ

私のスピーチの内容について分かち合いたいと思い

ちゃんもありました。珍しくて大切に食べたくて、三か

ます。私は話した内容は「台湾の習慣をもって日本に

月も食べなかったです。最後のあめちゃんを食べた

あった忘れないエピソート」
です。

のも今年の一月くらいになった気がします。
お婆ちゃ

台湾では交通機関に乗ったとき、
もし席を必要となる

んのあめちゃんは本当に甘くて、毎日も私の心を甘く

方がいれば、すぐに席を譲ります。ほとんどの台湾人

なっています。

にとって席を譲ることは一般的なマナーであり、習慣

私もずっとこのあめちゃんの甘味と人に対する思い

みたいな感じもあります。
日本に留学してきた私もそ

やりの精神力を心の中に残りながら、
これからの留

ういう習慣を持っています。

学生活に出会えることを楽しみにします。

そして、大阪で留学している間、
よく周りの知り合い

2020-2021年度 米山奨学生レクリエーション

米山奨学生 陳 玉芬

10月18日
（日）に藤本カウンセラーと一緒に
「米山奨

感動はもう深く心に刻まれています。人の夢が、歌劇

学生レクリエーション」
で宝塚大劇場に行ってきました。

を通して、目の前で生きているような感じで伝わって

当日のスケジュールを簡単にいいますと、前半は懇

きました。劇が終わってからも、ふとその夢を追い求

親会の時間で、最初は簡 仁一ガバナー及び米山奨

めていた主人公を思い出し、
自分と重ねて鳥肌が立

学会の山本理事より今年度のロータリークラブの行

ちます。

事と奨学会全体の状況について話しました。
その後、

今年度のレクリエーションで、奨学生たちのスピーチ

各奨学生の近況報告で、奨学生たちは日本での留学

と宝塚の公演及び、藤本カウンセラーから留学生活

生活、
また、奨学生活であったことについてのスピー

に役立つ助言をたくさんいただきましたので、
自分は

チを行いました。懇親会の後半は宝塚歌劇（月組公

留学生及び奨学生としてこれからどのように進んで

演）の「Welcome to TAKARAZUKA-雪と月と花と-」

いくのかはっきり分かりました。

及び「ピガール狂騒曲〜シェイクスピア原作「十二夜

今回週報の執筆する機会を与えていただきまして、

より〜」
の観劇です。

誠にありがとうございました。

日本に来て以来人生で初めての宝塚なので、当時の

エイズ基金へのお礼状

第32回日本エイズ学会学術集会記念 啓発イベント実行委員会 事務局

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げ

は、エイズ啓発大阪ジャズフェスティバルの開催

ます。

に向け、活用させていただきます。

このたびは、第32回日本エイズ学会学術集会記

領収証を送付いたしますので、
ご査収のほど宜し

念エイズ啓発イベントにご寄附、
ご協力いただき

くお願い申し上げます。

まして、誠にありがとうございます。

今後とも変わらぬご理解・ご支援のほどよろしくお

ご期待に違わぬよう、お寄せいただいたご厚意

願い申し上げます。

敬具

２０２０-２０２１年度 国際ロータリー第２６６０地区
インターアクト年次大会

インターアクト担当 檜皮 悦子

2020年〜2021年度インターアクト年次大会が開催

ロータリアン44名によるZoom会議が主会場ガバ

されました。

ナー事務所にてIAC年次大会が開催されました。

日時：11月8日
（日）10：00〜12：00

全てインターアクター達の企画により構成され、音

会場：主会場ガバナー事務所

声・配置によるアクシデントにも慌てることなく対処し

テーマ：
「今できる奉仕事業」

彼らの計り知れないスキルに驚かされました。

参加者50カ所、
インターアクター142名、顧問22名、

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第62回米山功労者」の表彰を受けました。

辻（義）会員、栗山会員、辻（一）会員がロータリー財団より
ポールハリスフェロー達成の表彰を受けました。

西田会員、お孫さんの朱里（あかり）ちゃんのお誕生（10/7生まれ）おめでとうございます。

11

5

ニコニコBOX

辻（一）
：卓話楽しみにしています。ニコニコ！
栗山：卓話楽しみにしております。ニコニコ
戸田：早瀬会員、本吉兆さんの卓話紹介して下さり有
難うございます。楽しみにしています。
高島：早瀬さん、湯木さん、卓話楽しみです。
早瀬：月初です。ニコニコ
本日代理卓話です。
よろしくお願いいたします。
山本：湯木さん、大歓迎です。卓話楽しみにしています。
北村（讓）
：スポーツの秋！ニコニコ
前田：先日甥っ子の結婚式でした。当初の予定は5月
挙式でしたが延期になりました。
因みに、新婦は妊婦になりました。
西田：先日4人目の孫が生まれました。女の子です。ニ
コニコ
藤本：湯木様・早瀬会員、本日の卓話楽しみにしてい
ます。

本日合計 : ￥27,000
累

▲お誕生日のお祝い：左より山本 肇会員・村上 俊二会員・金森 市造会長

計 : ￥470,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者
▲結婚記念日のお祝い：左より高島 凱夫会員・村上 俊二会員・
福田 忠博会員・金森 市造会長

11月5日のメニュー

35名
6名
0名
25名
10名

出席率
10月1日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
0名
1名

71.42 %
97.14 %

●本日のビジター
大阪RC
（ゲストスピーカー）

湯木 潤治 様

●本日のゲスト
米山奨学生

陳

玉芬 様

●メイクアップ

・オマール海老とホタテのマリネ
ビーフパストラミ スチームチキン
・白身魚、帆立、小海老のブイヤベース風
・ハムとチーズのサラダ、
コーヒー、
パン

藤本 淳司
北村 讓
佐賀野 雅行
上山 英雄
山本 肇

9 月24日
9 月24日
9 月24日
9 月24日
9 月24日

職業奉仕出前授業
職業奉仕出前授業
職業奉仕出前授業
職業奉仕出前授業
職業奉仕出前授業

