
今日の歌♪ 

   「我等の生業」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定 

２月：世界理解月間 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

 

●3分間スピーチ 林 宏毅 会員 

●卓話「地区社会奉仕活動について」  

   初木賢司 地区社会奉仕委員長 

●  その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第32号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

3/6 

（水） 

・卓話  

・定例理事会 

3/13 

(水) 

・移動例会 

 ひらかた仙亭 

 12:15～13:30 

・被選理事会 

3/20 

（祝） 

・春分の日 

・枚方RCとのゴルフ 

 コンペ交野ＣＣ 

3/27 

(水) 

・卓話 上野徹会員 

第１８５３回例会プログラム 
２０１３年２月２７日（水） くずはゴルフ場 

                   ▲大海人皇子が即位し、天武天皇となる(672)▲薬

師寺が焼失(973)▲豊臣秀吉が吉野の花見を開催(1594)▲京都で「新撰組」の前

身「壬生組」結成(1862)▲日本、初めてパリ万国博覧会に出展(1867)▲江華条約

調印、朝鮮の鎖国が破れる(1876)▲孫文が中国の北伐を宣言(1922)▲２．２６事件

で東京全市に戒厳令が布告される(1936)▲放火で国宝の松山城消失(1949)▲横

綱審議委員会設置(1950)▲ＮＨＫテレビが総選挙開票速報を初めて放送(1955)

▲日本電気、国産初の大型電子計算機2206発表(1962)▲人力飛行機、初飛行に

成功(1966)  

  

２月の花「シラー（大蔓穂・釣鐘ね水仙）」 

 花言葉：隠れた価値・冷静・さびしさ・しんぼう強さ 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

3 

6 小林 会員 

13 岩本 会員 

20 春分の日 

27 原  会員 

4 

3 ― 

１0 稲田(博)会員 

１7 ― 

24 駕田 会員 

シラーの名前は学名の「Scilla（スキラ）」を音読みしたもので、

ギリシア語の「skyllo（害になる）」の意味をもち、球根に有毒成

分を含むことからといわれます。別名は星形の小花を付ける

『オオツルボ「ペルビアナ（大蔓穂）」』、釣り鐘状に咲く『ツリガ

ネズイセン「カンパニュラタ（釣り鐘水仙）」』、また茎と葉がヒヤ

シンスに似ているため「ワイルド ヒヤシンス」などと呼ばれます。  
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 本日は、長谷製陶(株)の営業部から佐橋次

生様を迎え「おいしいご飯の炊き方について」

と題し、お話を承ることになっており、期待して

います。 

 次にロータリー財団について一言申します。 

国際ロータリーのロータリー財団の使命は、

ロータリーアンが健康状態を改善し教育への

支援を高め、貧困を救済することを通じて世

界理解、親善、平和を達成できるようにするこ

とです。ロータリー財団はクラブに対して、世

界中の人々の生活に実質的な違いをもたら

すプログラムへの参加と寄付の機会を用意し

ています。  

 この財団は、国際ロータリーの6人目の会長

アーチ・クランフ氏の提唱で、1917年に基金と

して発足、1928年の国際大会で「ロータリー

財団」と名付けられました。 

 ロータリー財団の活躍を行うことによってクラ

ブに入会したいと感じる人々が増え、現会員

の退会を防ぐことにもつながります。 

 また、財団プログラムを直接体験した結果、

ロータリー財団へ寄付しようと言う意欲が生ま

れる場合もあります。 

 財団のプログラムは、ロータリーアンをはじ

め、より良い世界を築こうと言うビジョンを共有

するほかの財団支援者からの自発的な寄付

のみで支えられています。 

 なお、来る3月13日（水）の例会は場所をひ

らかた仙亭に替え、開催しますのでよろしくお

願いいたします。 

会長の時間 

「おいしいご飯の炊き方」   長谷製陶(株) 営業部 佐橋次生 様        

卓  話 

 「いかに飯をうまく食い、いかに酒をうまく飲

むか」長谷園のものづくりの発想はここから始

まります。伊賀粘土の特性を生かしながら、今

の生活に何が求められているのかを探り、自

分達が使い手になりきることからそれは拡がっ

ていきます。 

 伊賀の地は太古の昔、琵琶湖の湖底でし

た。その地層からとれる陶土は耐久性が高く

江戸時代より直火の土鍋、平行、土瓶などが

この地で作られてきました。伊賀の陶土は中

に炭化した植物を多く含んでいるため、焼成

すると、多孔性の素地になります。 

 「呼吸する土」と呼ばれる伊賀の粗土ででき

た鍋は、火にかけるとゆっくりじっくり熱くなっ

た後、勢いよく沸き立ち、一度蓄熱すると火を

きってからもなかなか冷めない。土鍋本体が

しっかりと熱を蓄えて食材の芯までじっくりと火

を通し旨味を逃さず美味しい料理へと仕上げ

ます。そのため昔から煮る、焼く、蒸す、焙る

などの調理器具としてプロの料理人に愛され

てきました。 

 けれど、火加減調整が難しく吹きこぼれたり

面倒なこともある土鍋炊き。土鍋で炊く味を家

庭で味わってもらいたい思いで、「火加減なし

で・吹きこぼれない・手間いらずで美味しいご

飯が炊ける」土釜への挑戦が始まりました。 

 土や釉の調合、中ふたと外ふたの厚みや形

状、ふたの穴の数や位置など千点を超える試

作品が出来るたび、ご飯を炊いては試食を繰

り返し、試行錯誤の末、三年半かけて肉厚で

二重ふたの「かまどやさん」ができあがりまし

た。 

 多孔質で肉厚の本体は、ひかげんなしで

「はじめチョロチョロ、中パッパ」を勝手にやっ

てくれ、火を止めた後も沸騰の状態を続け、

穏やかに蒸らしに入ります。それが薪のかまど

でできる熾き（残り火）と同じ働きをし、さらに伊

賀の粗土からの遠赤外線効果でふっくらつや

つやにご飯が炊きあがるのです。また、重さの

ある中ふたと外ふたの相乗効果により、中の

米に圧力をかけ、吹きこぼれも防ぎます。中ふ

たには甘みのある美味しいおねばを外に逃が
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さない工夫も施しました。重さはあるけれど

「かまどやさん」の形状にはすべて理由があ

り、どれも手間いらずで美味しいご飯を炊くこ

とにつながっているのです。 

 また、遠赤外線効果の高い釉薬を使用して

いるのでお米の芯まで熱が通り、火加減なし

でふっくらしたご飯が炊き上がり、肉厚成形な

ので保温性にも優れています。多孔質の粗

土のため、木のおひつと同じように呼吸をし、

ご飯がべとつかず冷めてもおいしくいただけ

ます。炊き立てのご飯を食卓の真ん中にもっ

てきて、ふたを開けた時のうれしさ。これも美

味しさの一部としてお伝えしたいことです。 

 大切な家族や親しい仲間たちと囲む食卓

は、心がはずむ楽しい「きずな」づくりの広場

です。 

お 知 ら せ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 米国サンディエゴで開催された2013年国際協議会の開会本会議で、ロン・バートン会長エレクトが2013-14年度の

テーマ発表。「ロータリーの奉仕の発展を心から願うならば、今、ここにいる私たちが抱いているのと同じ気持ちを、

すべてのロータリアンに抱いてもらわなければなりません。」とバートン会長エレクト。「すべてのロータリアンが重要な

役割を果たすようにするとともに、その貢献を称えることが必要です。」  
 

 ロータリーが他の団体と違う点の一つは、高い倫理基準を推進していること、と話します。「これにより、一緒に活動

をする人々からは、ロータリアンは信用に値すると確信してもらえます。私たちの多くは職業上で既に倫理規定を

もっていますが、ロータリーの職業奉仕はそれにさらに加わる責任です。私たちはあらゆる場面で倫理的に疑いの

余地がない行動ができるよう、標準以上の努力をする責任があるのです。」   

 

 1979年にロータリアンとなったバートン氏は、未来の夢委員会副委員長と米国ポリオ撲滅タスクフォースのメンバー

を務めました。これまでにもRI理事、ロータリー財団管理委員、管理委員会副委員長、国際協議会モデレーター、モ

デレーター補佐、グループ討論リーダー、地区ガバナーを歴任しました。このほか、2011年ニューオーリンズ国際大

会委員会委員長、投資諮問委員会副委員長、職業奉仕委員会連絡担当理事、 恒久基金米国アドバイザー、ロー

タリー財団地域コーディネーターを務めた経験もあります。また、ウィリアム B. ボイド2006-07年度RI会長のエイドで

もありました。バートン氏は、RI超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、ロータリー財団特別功労賞、ポリオのな

い世界を目指す奉仕賞を受賞しています。  

 

 バートン氏は、2007年、オクラホマ大学財団会長の職を 後に引退しました。米国弁護士協会、クリーブランド郡

弁護士協会、オクラホマ州弁護士協会の会員であり、オクラホマ州と連邦 高裁判所で弁護士を務める資格を有し

ています。地域社会でも活発に活動を続けてきた同氏は、ノーマン公立学校財団の創設者兼元会長、ノーマン地域

財団の創設者兼元理事です。米国ボーイスカウトでは、シルバー・ビーバー賞を受賞し、ラスト・フロンティア・カウン

シルの会長も務めました。    

 

２013-14年度 ＲＩテーマ決定しました！ 

「ロータリーを実践し   

  みんなに豊かな人生を」 2013-14年度 

ＲＩ会長 

ロン・バートン氏 



第1７回枚方RC・くずはRC 

親睦ゴルフコンペのご案内 
 

■日時  ２０１３年３月２０日（水:祝日）  

       午前１０：０６スタート 

       （OUTO/IN同時スタート） 

■場所  交野カントリー倶楽部 

       交野市倉治2937 ℡072-892-1101 

■締切日 2013年3月5日(火) 

■その他 ①20名の参加要請があります 

      ②費用は後日連絡します 

      ③くずはRCゴルフ同好会コンペとWコンペ 

        とします 

  

 

 

２０１３年３月の 

 ロータリーレート １＄＝９２円 

 

○本日の配布物 

①2月2７日週報 

②卓話資料（初木会員） 

○本日の回覧物 

 

○地区行事等出席報告 

2/20 第2回情報集会  粟津、藤原、原田、畠仲、初木 

     日野、稲田(義)、岩本、駕田、川島、北村、國田 

       源本、中村、中野、岡山、多田、高島、上野 

             山口(伊）、山口（尚）、山中 22名     

2/23FVP補助金管理セミナー 北川、原田、國田、初木      

2/24米山修了生歓送会                  橘 

○地区行事等出席予定           

2/26第5回 地区社会奉仕委員会         初木 

3/5 次年度FVP地区補助金審査会        初木 

3/7 本年度地区補助金 終報告会        初木 

3/9 職業奉仕正副委員長会議    國田、中村、米田 

3/9 社会奉仕委員長会議           初木、多田 

3/12次年度FVP地区補助金審査会        初木   

3/16 国際奉仕・WCS委員長会議        米田、西田 

3/23 会長エレクト・地区研修セミナー  

                       北川、初木、國田 

○メークアップ 

1/30親睦委員会打合せ    高島、原田、畠仲、川島 

     駕田、小西、橘、白井、林(宏)、西田、稲田(義) 

2/17マキノ会    高島、北村、岩本、上山、三木、橘 

                           中村、畠仲 
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第１８５２回例会出席報告（２月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５4名  30名 58.82％ 

第１８４９回 例会補正後 出席率 80.39％ 

   メーク ４名  欠席 １０名  除外 ３名 


