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「カツ丼一丁！」など巷では言う。か
と思うと、「パンツ一丁！」なんて言葉
もある。カツ丼もパンツも同じ「丁」で
数えるとは摩訶不思議だが、これは景
気づけのために数詞を添える語だと
いう。「一丁やってみろ！」も同類だ。
それとは関係なく使う「丁」もあって、
豆腐を数える「丁」がそのひとつ。丁と
いうのは、偶数の意味であり、かつては２個で１丁だった
のが、１個で１丁に転じたらしい。寒い夜は、湯豆腐で一杯
やるのもいい。昨今は、ヘルシー志向の若い女性の人気
も高い食品である。
そして、冬はフグでしたね。下関や福岡では「フク」と
呼ばれていますが、幸福にちなんだものと思っていまし
たら、先日の記事で、フグは韓国で「ボコ」といい、それが
「ポク」「ホク」と変化し、最終的に「フク」となったとでて
いました。フグ好きには、「ひれ酒」はかかせないですね。
ところが、本場には「ひれ酒」の他にもフグの白子を溶い
た「白子酒」や身を薄くそいだ「てっさ」をおちょこに入
れて飲む「身酒」さらには、骨やフグの口の部分を焼いた
ものを入れた「骨酒」や「ウグイス酒」もちろんすべて熱
燗である。フグやタコは、味がしないとよく欧米人はいう
そうですが、噛んだところに味があると「無味の味」を唱
えたのが、北大路魯山人ですね！それは、日本人しか分
かり得ない味覚かもしれません。かつて秀吉がフグを食
べるなと御触れを出した朝鮮出兵がいったん、下関に集
結した際、フグを食べ、毒にあたり命を落とす兵が相次い
だのが理由だが、明治になってこの禁を解くよう命じた
のが、時の首相伊藤博文公である。今では、フグは一年
中食べられる魚ですが、白子が大きくなる冬場の時期が
一番うまいのでしょうか。
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～第９回理事会報告～
◆報告事項
①ニコボックス残高
1,066,515円
②ロータリーレート
1ドル102円（前月末102円）
③次期地区青少年奉仕関連委員会
2014年3月8日（土）16：00～19：00 ﾎﾃﾙｱｰｸﾘｯｼｭ豊橋
山中次年度地区RA委員（登）9,000円
④2013～2014年度次年度のための地区ＲＡ研修協議会
2014年4月20日（日）13：00～20：00
中小企業振興会館 吹上ホール
松前青少年奉仕委員会Ｃ・松岡エレクト・大塚副幹事
松前裕己次年度RA委員長・松前和子次年度RA副委員長
（登）5,000円
◆審議事項（以下①～③承認／④継続）
①第1103回例会（4/1 3RC合同花見例会）の予算
②第1108回例会（5/14 職場例会）の予算
③あまRC創立45周年記念式典のお祝い
④クラブ細則・クラブ内規
第１０９９回（当年度３２回）の記録
□平成26年３月５日（水）18：00～
□会場 一宮商工会議所３Fホール
□開会の点鐘 柴田会長
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□クラブ会報委員会案内 石原委員長
□3/2ボーリング大会報告 山田委員
□幹事報告

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆理事会一同
熱い審議で、長引いてしまってごめんなさい。今日もありがと
うございました。
☆春木和美君
雨も上がって、スッキリさわやか♪本日は、尾関さん、松本さん、
よろしくお願いします。
☆今井多美子君
先日は、ローターアクトのボーリング大会に参加してきました。
昔の感覚がもどる前にゲームは終わっていました。残念！！
☆伊藤恒二郎君
尾関さん、松本さん、イニシエーションスピーチ楽しみに拝
聴させて頂きます。

３月は識字率向上月間です

☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆鹿島兼一君
免許証が更新できまして・・・。
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
先日のＩＭは、大成功で皆様のご尽力の賜であります。ご苦労さ
までした。尾関一之君、松本正暢君のスピーチを楽しみにしてお
ります。またお二人の活躍を期待しております。
☆松本正暢君
楽しい例会になりそうなので楽しみにしております。
☆永田 正君
松本さん、尾関さん、イニシエーションスピーチ楽しみに
拝聴させて頂きます。
☆野田義広君
尾関さん、松本さん、イニシエーションスピーチ楽しみに
しています。
☆小野木宏君
例会に出席できたので。
☆尾関一之君
今日は、イニシエーションスピーチです。大変口下手な
ので心配です。ガンバリます。
☆佐藤祐造君
「四季の健康」という本を刊行致しました。近日中に会
員の皆様にお配りします。
☆柴田裕市君
春一番、もうすぐでしょうか。本格的な春は、もうすぐですね！
☆鵜飼俊光君
尾関さん、松本さん、スピーチよろしく！

イニシエーションスピーチ
二回目のイニシェーションスピ－チ
尾関一之君
再入会という事もありスピーチしなくても
良いものと考えておりましたが、幹事より依
頼があり固辞いたしておりました。が、押し切
られまして本日の登壇となりました。確かに
私のことを知って見える方は、８割位で２割の
方は面識が無かったので、いたしかないと納
得いたしました。
私の自己紹介ですが、学校では土木工学
の専攻で卒業後、10年余り土木の現場管理を
しておりましたが、30過ぎて不動産バブルが到来し、バブルがは
じけるまで６年余りマンション建設に携わっておりました。以後、工
事部門の管理を８年ほど勤め、それ以降は役員になり営業の仕
事をしておりました。その間、家庭には２人の娘が授かり、現在は
二人とも嫁ぎ、家には嫁一人だけ居ます。営業の仕事を始めて
程なくするとロータリークラブヘの入会を勧められ７年間、在籍
をいたしておりました。その間には、沢山の会員と親しくなれ、ま
た異業種の方との親交もはかれ色々な話を聞く事が出来て、
ロータリークラブの良さを実感しておりました。特に卓話の時間
には、会員の話や他のクラブの会員さんの話を間く事が出来、
色々と吸収すべき事柄が多く満足しておりますし、勉強になり自
身の人間としての幅が少しでも広がればと考えております。４年
前に突然、退会し自身、気持ちが淋しく思っている矢先、松前さん
ご家族にお誘いを頂き、再入会する事が出来ました。このご縁は
私にとりましても、掛買いの無い大切なご縁で、感謝の念に絶え
ません。現在は、４年程前より自身で建設業を立ち上げ営んでお
りますが、起業する過程でも会員の方とのご縁により、スムーズ
に会社を立ち上げる事が出来ました。私にとりましては、ロータ
リークラブは体の一部であり、大切な空間であります。今後は会
員の皆様とより親睦を深め、少しでもロータリー精神に近づける
よう頑張ってまいりたいと思っております。最後に、三回目のイニ
シエーションスピーチをするような事が無いように仕事にも
日々、真面目に精進してまいりたいと考えております。新人のつ
もりで１から頑張ろうと思っておりますので会員の皆様、宜しくお
願いいたします。

次回３月１９日（水）の予定
ミニコンサート
「心に残る癒しの音楽」
同朋大学職員

橋本知那津様

今日は、私がロータリーヘ入会しようと思った
理由をお話したいと思います。まず、昨年９月に入
会させて戴きました事をお礼申しあげます。本当
にありがとうございます。
さて、昨年の７月上旬にタイヘ行ってまいりました。
我社の取引先である会社がタイヘ進出し、金型及
び物流センターの工場を立ち上げ、その竣工式に
呼ばれたからです。その会社は、大手重工の一次
下請けをしています。薄板鉄板を成型して、自動車
部品であるとか､モーターであるとか、コンプレッ
サーであるとか様々な部品を作り納めています。
その元の鉄板を、我社は卸しています。
松本正暢君 タイから帰って来て森くんに会い、今度は仕事で
無く、遊びでタイヘ行きたいねと話をしていました。その後、8月にベトナ
ムヘ行くからと、同じ会社から誘われ、行ってまいりました。やはり工場を
建てる土地を見、日系の加エメーカーさんと話をし、そしてベトナム人と
話をしました。そのベトナムの人たちの勤勉さにびっくりしました。彼等
は、日本へ行き仕事を覚えベトナムでリーダーになるべく、日本語を、金
型製造を、勉強していました。そのベトナムから帰って来て森くんに会
い、又、タイヘ行こうよ、ベトナムヘ行こうよと、話をしていた時、森くん
からカンボジアの話を聞きました。ロータリーにおいてカンボジアヘ小学
校か、中学校か覚えていませんが、文房具を（間違っていたらごめんな
さい）持って行くので、お前も行ったらと言われました。え、ロータリーが
と、びっくりしました。そういった教育に対して、国内だけかと思っていた
私は、目からウロコの気持ちだったのです。私自身教育に関して、非常に
強い思いが、最近芽生えていたからです。
それは、昨年2013年7月12目の、マララ・ユスフザイさんの国連演説を
見たり聞いたりして感動していたからです。マララさんは、皆さんもご存
じだと思いますが、2012年10月9目パキスタン北部において、タリバンに
襲撃され、額の左側を撃たれ一命をとりとめた少女です。その演説の中
から抜粋してお話します。
親愛なる皆さん・2012年10月9目タリバンは私の額の左側を銃で撃ち
ました。私の友人も撃たれました。彼らは、銃弾で私たちを黙らせようと
考えたのです。でも失敗しました。テロリストたちは私達の目的を変更さ
せ、志を阻止しようと考えたのでしょう。しかし、私の人生で変わったもの
は何一つありません。次のものを除いてです。私の中で弱さ、恐怖、絶望
が死にました。・・・・私は誰にも抗議していません。個人的な復讐心からこ
こでスピーチをしているわけでもありません。すべての子供たちに教育
が与えられる権利をはっきり主張することにあります。すべての過激派・
とりわけタリバンの息子や娘たちのために教育が必要だと思うのです。
モハメッド・キリスト・仏陀から学んだ慈悲の心、マーチン・ルーサー・キン
グ、ネルソン・マンデラ、ムハンマド・アリー・ジンナーから受け継がれた変
革、ガンジー、パシャ・カーン、そしてマザーテレサから学んだ非暴力とい
う哲学、私の父と母から学んだ＜許しの心＞そして私の魂が私に＜穏
やかでいなさい、すべての人を愛しなさい≫と。
私達が、銃を目にしたとき、ペンと本の大切さに気付きました。「ペンは
剣より強し」ということわざがあります。これは、真実です。過激派は、本
とペンを恐れます。教育の力が彼らを恐れさせます。彼らは女性を恐れ
ています。女性の声の力が彼らを恐れさせるのです。彼らは、私たちが
もたらそうとした自由を、そして平等を恐れていたからです。今もそれを
恐れているからです。
教育には、平和が欠かせません。世界の多くの場所では、特にパキス
タンとアフガニスタンでは、テロリズム・戦争・紛争のせいで子供たちは、
学校にいけません。女性と子供は世界の多くの場所で様々な形で被害
を受けています。インドでは純真で恵まれない子供たちが児童労働の犠
牲者となっています。ナイジェリアでは多くの学校が破壊されています。
アフガニスタンでは人々が過激派の妨害に、長年苦しめられています。
幼い少女は家で労働をさせられ、低年齢での結婚を強要されます。貧
困・無学・不正・人種差別そして基本的権利の剥奪、これらが男女共に直
面している主な問題なのです。
私たちは世界のリーダーたちにすべての和平協定が、女性と子供の
権利を守るものでなければならないと呼びかけます。すべての政府に
全世界のすべての子供たちへの無料の義務教育を、確実に与えること
を求めます｡テロリズムと暴力に立ち向かうことを求めます。発展途上
国の女の子たちが教育を受ける機会を、拡大するための支援を求めま
す。私たちは、すべての子供たちの明るい未来のために学校と教育を求
めます。私達は「平和」と「すべての人に教育を」という目的地に到達す
るために旅を続けます。誰にも私達を止めることはできません。
無学・貧困・そしてテロリズムと闘いましょう。本を手に取り、ペンを握り
ましょう。それが、私達にとって、もっとも強力な武器なのです。1人の子
ども・1人の教師・一冊の本そして1本のペン・それで世界を変えられます。
教育こそがただ一つの解決策です。エデュケーション・ファースト（ 教育
を第一に ）とむすんでいます。
森くんに聞いた、カンボジアにおける教育の手助けをする。これは是
非、一緒にやりたいと思い、ロータリー入会を希望しました。ユニセフと
か日本赤十字とか国境無き医師団・国連難民事務所とか少しばかりの支
援をしていますが、学校に関して直接携わった事が無かった為、やって
いきたいと思っています。
カンボジアには1つの思い入れがあります。7・8年前息子夫婦とカンボ
ジアに旅行した時、現地のガイドさんに言われた言葉が心に突き刺さっ
ています。「絶対子供たちにお金をあげないで下さい。お客さんにとって
1＄は取るに足らない金額かもしれませんが、その1＄で一家4人一日ぜ
いたくに食事が出来るんです。その為、その子は勉強をしなくなり、まと
もに働かなくなりますから、あげないでくれ」と、叱られました。今でもそ
の言葉が耳にのこっています。子供たちに教育を、有難うございました。

