
第1958回例会 2017年1月24日（火）(天候) 晴れ №25 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー なし 

ビジター紹介  宮下稔 様（藤沢西RC）

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・1月１８日、１９日で宮城県の塩釜東RCへ

行ってきました。菜の花プロジェクトとして

浦戸諸島フェリーの渡船券を贈呈してきまし

た。例会にメーキャップ出席しました。 

・会員の報告です。 

・前年の暮れから本田会員が入院療養中でござ

います。まだ回復まで暫くかかるそうです。 

 後程、小柴会員からの経緯報告がございます

のでよろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-

米山功労賞 

 第 5回 加藤信忠 会員 

 第 2回 入澤初子 会員 

 第 1回 石田能治 会長 

-幹事報告- 

・本日、米山功労賞のお祝いがあります。 

 おひとりずつお名前をお呼びします。 

・例会の変更通知が入っております。 

 茅ヶ崎ＲＣ 

 平成 29年 2月 16日(木) 18：00点鐘  

コルティーレ茅ヶ崎(通常通り) ビジター費

5,000円(当日限り) 

  藤沢北西ＲＣ 

 平成29年2月26日(木) 新年夜間移動例会 

於)湘南台いっぱち竹寿し 

3月 16日(木) 少年の森清掃移動例会③  

於)少年の森 

3月 23日(木)⇒3月 26日(日)第 3グループ

合同例会ＩＭ 

-委員会報告- 

・出席報告      出席委員会 

・スマイル報告    スマイル委員会 

・本田昌子会員の病状報告 小柴智彦会 

 先週私自身もインフルエンザにかかりお休み 

しましたが１０日以上経ちますので皆さんへ 

うつることはないと思います。 

本田会員の件ですが、昨年9月に転んだのち 

週に 3回程転んだため、軽い脳梗塞状態との

ことで大事をとって鎌倉の病院→湘南鎌倉徳

洲会病院に入院中です。鵠沼クローバーホスピ

タルに転院する予定だそうです。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 なし 

配偶者誕生日  

石井勝江様(石井博会員配偶者) 

-卓話- 

「雑学」 田中正昭 会員 

点鐘 

閉会 
出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

１月１０日 ３４（３０） ３０    － －.－   .  

１月２４日 ３４（３０） １９ １０ ６３.３３   

2016～2017 Rotary Club of Fujisawa East

藤沢東ロータリークラブ 週報

●会 長／石田能治 幹 事／林葉之  例 会／毎週火曜日 １２：３０ ～ １３：３０

●事務所／藤沢市南藤沢4-2吉田ビル5階 ＴＥＬ 0466-41－9191  ＦＡＸ 0466-41－9192

●例会場／湘南クリスタルホテル藤沢市南藤沢14-1 ＴＥＬ０４６６-２8－2111 FAX 0466－２８－２１２６

RROOTTAARRYY SSEERRVVIINNGG HHUUMMAANNIITTYY

クリスタルホテル5F「ボンヌシャンス」

Bonne Chance



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【宮下稔 様 藤沢西 RC】 

お目出度ございます。お世話になります。 

【石田能治 会長】 

田中正昭様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

【林葉之 幹事】 

田中正昭様、本日の卓話宜しくお願いします。 

どんなお話が聞けるか楽しみにしております。 

【入澤初子 会員】 

お誕生日祝、ありがとうございました。田中先生

本日の卓話よろしくおねがい致します。宮下様よ

うこそ。お元気そうでなによりです。 

【田中繁 会員】 

田中正昭様、本日の卓話楽しみにしています。 

【田中正昭 会員】 

誕生日お祝いありがとうございます。 

【小柴智彦 会員】 

宮下様ようこそ。田中様よろしくお願いします。 

先週はインフルエンザで休ませていただきまし

た。皆様も用心して下さい。 

【吉田新一 会員】 

田中正昭先生、本日の卓話よろしくお願いします。 

藤沢西 RC の宮下様本日はようこそいらっしゃい

ました。よろしくお願いします。 

【村木薫 会員】 

田中様、本日の卓話楽しみにしております。 

【竹澤禎浩 会員】 

田中正昭様、本日の卓話を楽しみにしております。 

【片倉昌幸 会員】 

先週は拙いイニシエーションスピーチで失礼いた

しました。皆様宜しくお願い致します。 

-特別スマイル報告- 

            説明者 小柴智彦会員 

「１月１０日の新年会の後、カラオケに行った

メンバーからのスマイルです。」 

須藤修司会員、入澤初子会員、大久保雅晴会員 

小柴智彦会員、村木薫会員、徳山秀秋会員、 

竹澤禎浩会員 

-委員会報告- 

観桜会について   水川親睦委員長  

「桜の開花予報もまだでありますが、日程を

先に押えるため３月28日（火）に開催を予定

しております。午後1時位に藤沢駅OPA前集

合で行いますが、コースや移動例会会場は選定

中です。 

詳細に先立ち、参加人員等の募集を行いますの

で皆様奮ってご参加願います。」 

米山功労賞 

 第５回 加藤信忠 会員 

 第 2回 入澤初子 会員 

 第 1回 石田能治 会長 



卓話 

１．缶詰にも食べ時はあるの？      

A. ちゃんと旬があるのです。フルーツ缶などの

「シロップ漬け」は、１ケ月ぐらいが最も美

味しいそうです。ツナ缶やオイルサーディン

などの「油漬け」は、１年たったあたりが最

高の味だそうです。 

「水煮」や「スープ煮」は、３～６カ月が一

番おいしいそうです。 

それから、タケノコなどの「素材もの」は、

もともと味付けをしていない素材を缶詰処

理してありますので、食べ時はないそうで

す。 

２．コンブ以外の海藻からは、なぜダシがとれ

ないの？ 

A. ダシはカツオ節やコンブ、椎茸などを煮出し

たもので、正式には出し汁（だしじる）とい

います。 

甘さ・酸っぱさ・辛さ・苦さの四つが味覚の

４原味とよばれるものですが、この４原味の

どれにもはいらない「プラスαのうまみ」が

あるのです。その「プラスαのうまみ」とは、

コンブから出るグルタミン酸、貝類のコハク

酸、カツオのイノシン酸などの成分が素なの

ですが、コンブ以外の海藻にはこの成分は含

まれていません。つまり、ワカメやモズクか

らもダシはとれないのです。 

３．コンセントの穴が左と右とで違うのは何

故？ 

A. コンセントの２つの穴をジッと見ると左右

の穴の大きさが違うでしょう。それは決して

あなたの目の錯覚ではないのです。左の穴の 

  方が右よりも大きくなっているはずです。 

  これにはちゃんとした理由があるので

す。 

  各家庭に送電されている電気は六千ボ 

ルト以上の高圧電流を変圧器を使って 

百ボルトにまで下げてあります。 

しかし、もしも、その変圧器が故障でも 

したら大事故につながることは間違い 

ありません。左右の穴の違いは万が一の 

用心のためにつくられています。つま 

り、穴の大きい方は、高電圧が流れ込ん 

できた時に地面に放電されるアース線 

につながっています。これで、たとえ高 

電圧が流れてもアース線で地中に放電 

され危険を防ぐわけです。 

４．時計の針はなぜ右回りなの？ 

A. 時計の針が右にまわらなければいけな

い、という決まりはどこにもありませ

ん。そもそも、時計のはじまりは日時計

でした。今のような機械式の時計はドイ

ツで最初に発明されました。ドイツは北

半球にあり、北半球では東から昇った太

陽は南の空を通って西に沈みます。そう

すると、日時計の影は右回りに動くこと

になります。 

これに見慣れていた時計職人がつくっ

たから、右回りになったわけです。もし

南半球で発明されたら針の動きは左回り

になったかもしれませんネ。 

５． ビールはほんとに太るの？ 

A. お腹が出て太っている人のことをビール

腹とか、ビヤ樽とか呼びますが、確かに

ビールを飲むと太るとよく言われるよう

です。ドイツでは「液体のパン」という

別名もあります。 

 現在、飲まれているビールはホップを

加えて出来上がったものです。アルコー

ルのカロリーはタンパク質のカロリーと

比べると高いカロリーと言えますがカロ

リーは蓄えることができず、すぐ消えて

しまうものなのです。また、栄養素・ア

ルコール分等成分をみても太る要素は見

当たりません。実は、ホップは消化液の

分泌をうながし、消火を助け、更に食欲

を誘うのです。ビールを飲む時は、オツ

マミに気を付けてください。「ビールは

太る」なんて、あくまでビールは無実で

す。一緒に食べるオツマミこそが太る原

因なのです。 

 「雑学」 

          田中正昭 会員 



６．ゴルフクラブが十四本であるのは何故？ 

A ゴルフクラブの本数が十四本と規定されたの 

  は、1938年のことです。それ以前はクラブ 

  の数に全く制限がなかったので何本でもバ 

クに入れて良かったのです。事実、プレーヤ 

ーの中には20～30本のクラブをバックに 

入れて歩く者もいました。それが十四本に制 

限された理由の一つは、何のこともありませ 

ん。ただキャディの負担を軽くするためだそ 

うです。なぜ十四本になったかといえば、十 

四本で十分にプレーが出来、キャディにとっ 

ても負担にならないとの考えからです。十三 

本という案もあったそうですが、十三は西欧 

では不吉な数字なので、十四本に落ち着いた 

そうです。 

７．お見合いで、お茶を出してはいけないのは何

故？ 

A 縁談や見合いの席でお茶を出すのはタブーと

されています。そうした席では、普通「こん

ぶ茶」あるいは塩漬けにした桜の花にお湯を

注いだ「桜湯」をだすことになっています。 

   こんぶ茶は「よろこぶ」に通じ、桜湯はそ

の華やかさがそうした席にふさわしいとい

う理由からで深い意味はありません。 

   昔からお茶はいろんな意味に使われてお

り、お茶は隠語で「女性自身」のことを意味

し、男女の交わりも「お茶」と言ったそうで

す。・・・客が来なくて暇なことを花柳界で

は「お茶をひく」と言ったりします。また、 

お茶は仏事につきもの。法事の引出物として 

よく使われます。そうしたことから、縁談や 

見合いなどのおめでたい席にお茶を出さな 

いようになったそうです。 

８．純金は、何故２４Kなのか？ 

A. 万年筆のペン先やネックレスなどには 

「14K」や「18K」といった表示がされ 

ています。そのKは金（きん）の頭文字 

だと思っている人がいるかもしれません 

が、Kはカラットの頭文字でダイヤモン 

ドと同じ単位です。ダイヤモンドは「C」 

金は「K」で表示します。ダイヤモンド 

のカラットは重さを示し１Cは約0.2g 

金のカラットはその含有率を表し、2.4 

K を純金とし、14Kだと24分の14だ 

け金を含んでいることになります。カラ 

ットという言葉はギリシャ語で貴金属の 

重さを量る時イナゴ豆を分銅とし、イナ 

ゴ豆 24個分の重さが基準になっていた 

ところから、純金を24カラットとする 

ようになったと言われています。 

「もの知りガイドThat’s ガク（発行者：深

沢湧夫）より抜粋」 

-2017～2018年度RI テーマ決定-    

2017～2018年度 

RI 会長 Ian H.S. Risekey 

    イアン・H.S.・ライズリー 氏 

RI テーマ  

ROTARY：MAKING A DIFFERENCE 

ロータリー：変化をもたらす 

会場：クリスタルホテル5F ボンヌ シャンス 


