■例会：火曜日 12：30

■例会場：関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店 2F

■事務局：関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

本日のプログラム 第 2559 回例会 2019 年 10 月 29 日（火）

「雑感」
パスト会長 伊佐地英俊さん
前例会の記録・第 2558 回 10 月 8 日（火）12：30
「新会員スピーチ」
粟倉晋吾さん・本田昇司さん
◆開会点鐘
◆「我らの生業」斉唱
◆会長挨拶
今週末、10 月 12 日・13 日
は「第 52 回刃物まつり」が開
催されます。会員の皆様の中
にも出店される方がお見え
になりますが、大変恐縮では
ございますが本日は「第 1 回
刃物まつり」について当時の
「広報せき」や「中濃新聞」
を図書館で見てきましたの
でお話させて頂きます。昭和 43 年に「第 1 回刃
物まつり」が始まったのですが、その 2 年前の昭
和 41 年、刃物を中心とする金属工業の事業所経
営者と従業員が参加し、善光寺で福引や野外園遊
会が行われ、翌年も同様の催しと子供相撲大会な
ども開催され 2,000 人余りが集まった。その盛大
に営まれた光景を目にした当時の福岡市長が関
市全体の行事に盛り上げたいと考え昭和 43 年 7
月に「刃物まつり協賛会」が発足し、10/12.13 に
第 1 回が開催された。という事でした。又、第 1
回の催し物として「廉売市」（初めは文化会館）、
「明治 100 年記念仮装行列」
「音楽隊パレード」
、
、
「長良ひろみデビュー曲発表会」
（関市民会館）な
どが行われています。開催後の新聞には「好天候
に恵まれ予想以上の人出で賑わって成功のうち
に幕を閉じた」と写真と共に掲載されていたり
「刃物廉売市では、多少あなどっていた感があっ
たが予想以上の人気で、押すな押すなにびっくり、

中でも業社自らが店頭に立ったところでは、かな
りの売上を示した」との記事が載っていました。
当時は実質 3 ヶ月ほどの準備期間で主催者側の
方々は相当大変だったという事が想像できます。
今年で第 52 回を迎えます。少し天候が気になり
ますが、大成功する事を願っております。そして
私たち関ロータリークラブは 12 日（土）に募金
活動を行います。10/24 は「世界ポリオデー」で
もありますので、多くの方に沢山募金をして頂き
年間目標額に近づけるよう頑張ってまいります。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 粟倉晋吾
会員 50 名中 出席 24 名 出席率 50.00％
◎ニコボックス委員会 委員 加藤浩二
会長・副会長・幹事の皆さん・・・新会員スピーチ、
粟倉さん、本田さんよろしくお願いします。すで
に親しくさせていただいていますので、少し違和
感がありますが、あらためてお二人の人となりを
お聞きしたいと思います。
本田昇司さん・・・本日スピーチをさせていただ
きます。緊張しております。よろしくお願いしま
す。
酒井、林（昇）、酒向、山田、福田の皆さん・・・新
会員スピーチ、よろしくお願いします。粟倉さん、
本田さん、張り切ってどうぞ。
清水善光さん・・・私事ですが、この度、保護司と
して、関市より市政功労者表彰をいただくことに
なりました。（5 ポイント）
杉浦、後藤、三輪、加藤（浩）、土屋、木村、大澤、
岩本、尾崎、奥村、山田、粟倉の皆さん・・・市政表
彰及び感謝状授与の件、清水善光さん、おめでと
うございます。長年にわたり更生保護の増進に貢
献された成果だと思います。これからもご自愛さ

れ、益々のご活躍を期待しております。
岩本雅文さん・・・妻の誕生日にバースデーカー
ドをいただきました。ありがとうございます。
◆幹事報告
◎例会終了後「理事、役員会」開催
◎九州豪雨義援金として、34,283 円ガバナー事務
所に送金
◎ラグビーナショナルチームキャンプに対する寄
付金に際し、関市長よりお礼状拝受
◆「新会員スピーチ」 粟倉晋吾さん
皆様こんにちは、
平成 31 年 4 月に入会
させて頂きました粟
倉晋吾です。私にと
りましてロータリー
クラブという存在は
未知の世界であり、
自分のような若輩者
が入会できるような
場所ではなく大変敷
居の高い存在でした。しかし地元の大先輩でもあ
る林昇さんからご紹介を頂き、また強い勧めもあ
りまして入会させて頂くこととなりました。入会
にあたりスポンサー会員になって頂きました、林
昇さん、以前から親交もあり仕事でもお付き合い
をさせて頂いております土屋佳久さん、そして義
兄である小原昌浩さんに改めて感謝申し上げま
す。大変ありがとうございました。関ロータリー
クラブに入会いたしまして既に 6 ヶ月が経ちまし
たが、まだまだ分からない事だらけです。皆様方
のご指導を賜りロータリーの場を借りて成長でき
たらと考えております。簡単ではありますが、皆
様に私自身のことを知って頂きたく自己紹介をさ
せて頂きます。1979 年、昭和 54 年 12 月 17 日生
まれ、39 歳です。姉が 2 人の末っ子長男です。妻
は先ほどもお話させて頂きましたが小原昌浩さん
の妹の朋子です。長男小学 4 年生と長女小学 1 年
生の 4 人家族です。結婚をする時に義兄の設計で
関高校の南側の桜ヶ丘に自宅を新築いたしまし
た。趣味は釣りで春は長良川でサツキマスをルア
ーで狙い、夏は鮎の友釣り、秋はレンタルボート
を借りてアオリイカを狙います。冬は三重県の尾
鷲でイカメタルをやったり、入鹿池でワカサギ釣
りをしてほぼ一年中何かしらの釣りをして楽しん
でいます。仕事は有限会社 粟倉金型製作所。主
に自動車部品の金型を製作しております。金型と
いってもいろいろな種類があります。弊社では鍛
造金型の製作を得意としております。鋳造と勘違
いされる事がしばしばありますが鋳造は素材をド

ロドロに溶かして型の中に流し入れ製品を成形す
るのですが、鍛造という工法は素材となる鉄の繊
維、ファイバーの向きを利用して強度の高い製品
を作ることが可能です。皆様が一度は目にしたこ
とがある物ではクレーンの先にあるフックの部分
が鍛造製品です。簡単に伸びたり曲がったり折れ
たりしてはいけない物です。鍛造では素材が溶け
る少し手前まで熱した後、型の上においてプレス
します。無理やり型の中に素材を押し込むような
イメージです。熱して柔らかくなっているとはい
え素材は鉄などの金属です。型の消耗は激しく常
に新しい型を必要とします。また、金型に使用さ
れる型材は熱処理をして硬く磨耗しにくい物が使
用されますので機械加工がメインではありますが
職人的な側面も多く機械設備や工具、加工方法な
ど知識と経験を必要とします。弊社ではガソリ
ン、ディーゼル車、輸送機器、重機などの部品の
型が主流でしたが最近では電気自動車向け製品の
金型も取り扱うようになりその比率は徐々に高ま
り時代の変化を感じております。しかし、愛車は
昭和 55 年式の三菱 Jeep です。エアコンなし、パ
ワステなし、屋根もなし。快適とはほど遠い車に
乗っております。しかし、無駄なものが一切なく
車としての本質が詰まっていると感じています。
最近私の中で気になる、気にしているキーワード
があります。それは“本質”という言葉です。
Jeep の説明でも敢えて使用しましたが、モノの本
質、話の本質、世の中の本質。さまざまな所で使
用し、耳にするとこがあります。良い品を見分け
る事を“目利き”と言います。また“人をみる
目”や“先見の明”など見極める事、見通すこと
を指す言葉があります。ではこれらはいったい何
を見ているのか？それは“本質”というものを見
ているように思います。新聞、テレビやインター
ネット、YouTube に SNS といった様々なメディア
に溢れる情報を正しく、偏向なく理解しこの“本
質”を見極められる力を付けたいと思っておりま
す。しかし、今私が持ち合わせているそれらの知
識・経験は貧しく自分自身がもっともっと成長し
なければいけません。世の中を知ろうと思えば死
ぬまで勉強だと思います。幸いにしてこの度入会
させて頂きました関ロータリークラブには沢山の
先輩方がいらっしゃり、それぞれのステージでご
活躍されている方ばかりです。沢山の方とお話を
し、経験し、またある時はお叱りを受ける事など
あるかもしれません。入会させて頂いた事がこれ
からの人生においてすばらしい財産になるよう積
極的にロータリー活動に参加し皆様のお力をお借
りして成長できたらと思っております。今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。
◆「新会員スピーチ」 本田昇司さん
皆様こんにちは。この
度、関ロータリークラブ
へ入会させていただきま
した、中華料理しょうり
ゅうの本田昇司です。ま
だ入会して 4 ヶ月ほどで
すが、素晴らしい諸先輩
方、事務局の方たちにご
指導いただきロータリー
の活動の意味、奉仕の志
など少しずつですが自分
なりに理解し、地域のために活動を皆様とともに
させていただきたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。私は昭和 47 年に岐阜県岐阜市金園
町で生まれました。そして父と母二人で経営をす
る中華料理屋の長男として親の背中を見て育ち、
各務原市・関市・郡上へと転校を繰り返し、高校
は関市立関商工高等学校へと入学し、卒業後には
岐阜グランドホテルの中華料理華川へと就職し、
料理の修行へと進みました。景気の良さもあり、
父の営む中華料理店は順調な経営で、私は、何不
自由ない生活を送って参りました。仕事も遊びも
楽しくなってきて修行に入り一年が経とうとした
時、職場へ一本の電話がありました。
「父親が倒れ
た」と。病院へ運ばれ、検査をしてもらった結果
ステージ 4 の肺がんでした。父はその半年後に他
界しました。途方に暮れている間もなく、どうに
かしないといけないということで頭がいっぱいに
なり、無我夢中でした。その後、岐阜グランドホ
テルを退職しました。わずか 1 年弱という短い修
行期間で中華料理店の経営者兼料理長というなん
とも無謀な日々が始まりました。料理のことも経
営のことも全く分からない人間が田舎といえど
も、成り立つわけがなく、どんどん業績は下が
り、食べていくのもままならない状態になってし
まいました。自分にできることは、お客様を増や
すために経営よりも料理を勉強する事だと思い、
夜 8 時に店を閉めて、それから岐阜市の知り合い
のお店や元職場などで皿洗いをさせてもらいなが
ら料理の勉強をさせていただきました。私の事情
を知った岐阜トップクラスの料理人の方々たちに
も運よく可愛がられ、手取り足取り料理を教えて
いただくことができました。そんな生活を続けて
いるうちに、お客様もだんだんと増えていき、何
とか生活出来るくらいにまでになりました。そこ
から欲も出て料理コンクール、食の祭典などで優
秀な賞をもらうこともでき、気づけば売り上げが
当初の 3 倍にまでにすることができました。まだ
まだこれからも勉強を重ねてお客様に喜んで頂け
るような料理を提供していけたらいいなと思いま

す。最後に私は医食同源という言葉が大好きです
医食の医という文字はもともと中国では薬という
文字でした。食べるということは、体の健康を左
右するとても大切なことだと思います。まさに
我々料理人がお客様の体のこと考えて食材を選ぶ
姿勢をより一層強化し、長くお店に通っていただ
くこともこれからの飲食店にとても大切なことだ
と思います。私のお店も皆様に長く可愛がられる
ように頑張り、ロータリーを通していろいろ学ん
でいきたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
◆10 月ゴルフ会
日時：10 月 16 日（水） 8：36 スタート
場所：岐阜関カントリー俱楽部 西コース

優勝：高木登企久さん
◆第 77 回東海北陸道グループ対抗親睦ゴルフ会
日時：10 月 21 日（月） 9:03 スタート
場所：グリーンヒル関ゴルフ倶楽部
団体戦：3 位
上位 3 名：東谷好司・伊佐治啓司・土屋佳久の皆さん

壮年の部準優勝:東谷好司さん
次例会のご案内
11 月 12 日（火）12：30
「関市の情勢について」
関市議会議員 長尾一郎さん

