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卓話：
『漱石の食卓を通して明治時代の食生活を検証する』 作家 河内 一郎 様
【 会長挨拶：特別報告 】

森岡 弘通 会長

パスト会長で 39 年間、日野ＲＣの会員でいらっしゃった、
小林節男氏が 11 月 5 日に、急性心不全でお亡くなりに
なりました。7 日・8 日の通夜・告別式には日野ＲＣの会員
のみならず、多くのロータリアンが参列し、哀悼の意を
表しました。
また、会友でパスト会長の井口英一氏が 11 月 8 日、
病気療養中にお亡くなりになりました。葬儀には、日野ＲＣとして御香料及び
お花を供えました。井口さんの入会は、小林さんの 1 年後になります。
長い間、日野ＲＣを支えて下さった両氏に対し、深く感謝をすると共に、
ご冥福をお祈り申し上げます。

【 ご遺族挨拶 】小林 チイ 様 ・ 鮫島 明美 様
生前は本当にありがとうございました。
葬儀の際には色々とお世話になりました。
今後とも宜しくお願いします。

【 会長挨拶：ごあいさつ 】

森岡 弘通 会長

青い鳥福祉会より、バザーの協力へのお礼状が届きました。
ガバナー訪問・合同例会を皆様のお陰で、無事に終えることが出来ました。
当日、ガバナーが卓話の中で強調された「お陰様で」と挨拶する精神こそ、

≪例会プログラム≫
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鮫島 明美 様
卓話講師（作家）
河内 一郎 様
八王子プロバスクラブ
飯田 冨美子 様
東京日野ＲＡＣ 会長
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船木 友里 さん
高沼 未来 さん
佐々木 博加 さん

自分を超えた眼を身に付け「超我の理想・奉仕」を実践する出発点と思います。 【ニコニコ報告】
渡邊 章郎 親睦委員
2012‑13 年度、ガバナー・ノミニーに、目黒ＲＣ佐久間崇源氏が推薦されました。
最後に、ロータリーリーダーシップ研修会の終了証を小島会員にお渡しします。 【出席報告】
島倉 邦子 出席奨励委員

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・12 月のロータリーレートは『1 ドル＝90 円』です。
・例会変更のお知らせが、八王子ＲＣより来ております。
・Ｒ財団委員長 福井さんからメッセージが来ています
「ロータリー財団月間を迎えるにあたって」回覧します。
・ロータリーワールドを回覧いたします。
・函館五稜郭ロータリークラブより会報が来ております。

【インターン高校生の紹介】
岩田 孝支 君
【新世代奉仕委員会】
成田 恭隆 新世代奉仕委員長
中山 貴弘 日野ＲＡＣ会長

【 インターンシップ 】岩田 孝支 君
地区の職業奉仕委員会が行っている、高校生のインターンシップ・プログラムで、
当社にインターンで来ている、都立第五商業高校の３名を紹介します。
水曜日は、当社の定休日という事もあり例会に連れて来ました。
・船木 友里 君
・高沼 未来 君
・佐々木 博加 君

です。

皆さん、今日は一日よろしくお願いします。

【 新世代奉仕委員会 】成田 恭隆 委員長
数回にわたりご案内をしている「社長のかばん持ち」の募集チラシが出来ましたので、
日野ローターアクトの中山君がＰＲに来ていますので、皆さんお聞き下さい。

【 日野ＲＡＣ 】中山 貴弘 会長
お待たせしましたが「社長のかばん持ち」の募集チラシを作りました。
事務局より皆さんに、メールやＦＡＸでお送りいたしますので、
ご協力宜しくお願い致します。

卓話：
【漱石の食卓を通して明治時代の食生活を検証する】（詳細はＤＶＤをご覧下さい）
【 講師紹介 】 後藤 一郎

クラブ会報・プログラム委員長

本日の卓話講師の河内さんは、八王子プロバスクラブの飯田さんにご紹介頂きました。
河内さんは、食に明るく、お酒に詳しい、いわゆる食通ですから、お話していても
非常に楽しい方です。今日は明治時代の食についてお話いただきます。

＜ 作家 河内 一郎 様 ＞
夏目漱石は江戸時代の慶應 3 年に生まれ、大正 5 年に 49 歳で亡くなっています。
当時としては平均的な寿命だったと思われます。
明治を生きた漱石ですが、彼に言わせると、明治とは、明治政府が、
西洋を一生懸命模倣した時代。ということです。
さて、私は、食文化を研究しております。
食文化といってもソースやケチャップがいつ日本に入ってきたのか？
江戸時代や明治時代に「うな丼」がどの位の値段だったのか？ など、
大衆文化を調べておりまして、そういった庶民の生活に関する文献というのは、非常に少なく、苦労しました。
江戸時代から明治になって、何が一番変わったのか？

それは、肉を食べるようになった事です。

農耕民族である私達日本人は、労働力になってくれる馬や牛を食べることはありませんでした。
また、神道や仏教でも、肉を食べるのは不浄という事で、禁じております。
しかし、明治になると欧米化と共に、肉を食べるようになり、牛なべ（すき焼き）がブームになります。
また、江戸時代のファーストフードといえば、天ぷら・蕎麦・うどん・うな丼・握り寿司などでしたが、
明治に入ると、その他に、牛丼・ラーメン・カレーライスなどが加わってきます。今とあまり変わりませんね。
今日は、漱石の代表作「我輩は猫である」の中に出てくる一節。
漱石は、おやつにジャムを舐める。という部分の「ジャム」にスポットを当てて当時の食文化に切り込みます。

【 ニコニコ報告 】 渡邊 章郎 親睦委員
本日のニコニコ： 38,000 円／累計 467,000 円
ビジターフィー：
小林チイ

様

0 円／累計 10,000 円

この度は夫の件で色々お世話になりました。

(小林会員夫人)

どうもありがとうございました。

森岡弘通

君

大変和やかな、品のある合同例会が出来たと思います。ご協力ありがとうございます。

疋田久武

君

小林先生、生前は大変お世話になり、ありがとうございました。心より感謝致します。
ご冥福をお祈り申し上げます。

.

小島

馨

君

小林先生の御冥福を心からお祈り申します。小林医院の鮫島先生、明美先生、これからも
家族一同、よろしくお願い致します。

岩田孝支

君

奥野住職、立派な戒名有難うございました。

都立第五商業高校インターンシップ（女子生徒）
佐々木 博加 君 ・ 高沼 未来 君 ・ 船木 友理 君

を迎えて。

成田恭隆

君

自動車整備工業会の健診では、岩田さんに大変お世話になりました。

小倉裕美

君

小林先生、色々とありがとうございます。

後藤一郎

君

河内さん、本日は卓話よろしくお願い致します。

山下雅弘

君

小林先輩、井口先輩のご冥福をお祈りして。

来る 12 月 16 日(水)、忘年家族会の開催を、本日の理事会で承認頂きましたのでご報告致します。
会場：京王プラザホテル八王子 ／ 開場：17:00
点鐘：18:00
終了予定：20:30
会費：会員 15,000 円／ご家族 7,000 円／小学生以下のお子様無料／中高生のお子様 5,000 円
歌手・古代真琴のライブやビンゴ大会などを予定しております。

【 出席報告 】島倉 邦子 出席奨励委員
会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜事前のメーキャップ＞
西田欽一 君（社会奉仕）

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

41
(8)

27
(3)

事前(1)

8

77.78 %

前回訂正

41
(8)

26
(3)

(4)+0

6

81.08 %

前々回訂正

41
(9)

26
(3)

(2)+0+0

7

77.78 %

【 今後の予定 】
■11 月 25 日■

卓話『防犯・年末年始』

日野警察署 防犯係長：笠松 哲郎 様

■12 月 2 日■

年次総会 ・

・

■12 月 9 日■

各委員会報告（定例報告以外に半期進捗・後期予告など） 料理：精進料理（お酒が出ます）

■12 月 16 日■

忘年家族会 京王プラザホテル八王子 ／ 開場：17:00 点鐘：18:00

月例祝賀

年次総会 ・

クラブフォーラム
終了予定：20:30

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC 24 日夜間例会 12/15 ｸﾘｽﾏｽ例会 12/22 夜間例会
・八王子 RC 12/17 夜間例会 12/24 休会
・八王子西 RC 12/18 年忘れ家族会 12/25 休会
・八王子南 RC 11/30 夜間例会 12/16 夜間例会
・八王子東 RC 12/1 振替休会 12/22 ｸﾘｽﾏｽ例会
・八王子北 RC 12/21⇒12/19 ｸﾘｽﾏｽ例会に振替

例会場：日野ＲＣ事務局 ／
・11/28(土)
・12/ 5(土)

時間：19:00〜20:30

第 912 回例会（BH ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 1 回目）
第 913 回例会（BH ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 2 回目）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

