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第1267回例会

　先日、日本代表チームがWBCで優勝しま
した。視聴率50％を超え、久しぶりに日本中
が沸きました。大リーグの選手で固めたアメ
リカチームを差し置き優勝したのですから
その喜びは格別です。第二次世界大戦でア
メリカの物量と近代的な軍事力に完敗した
経験を持つ、私のような世代にとっては、ア
メリカのメジャーもアメリカの国力並みの強
さを感じていました。戦後間もなくのことですが、アメリカのマイ
ナーのサンフランシスコシールズ軍が日本に来ましたが、日本の
プロ野球は歯が立たなかったのを覚えています。当時は、多くの子
供がこの強いアメリカの野球にあこがれて草野球を楽しんでいま
した。このような時代を経験している年代にとって、今回の優勝は
特に感慨深いものがあるのではないかと思います。
　今回のテレビ観戦でただ勝った喜びだけでなく、色 と々考えさ
せられることが多かったことと思います。選手と監督の顔つき、動
き、すべて目に入るものにペナントレースにはない凄みを感じたの
ではないかと思います。イチローが「日本チームの中でプレイして
いる間、日本の全選手にSpiritとSmartnessを強く感じた」と共
同記者に言ったそうです。また、ある日本プロ野球界の重鎮が「野
球がベースボールに勝った」と喜んでいました。
　日本の伝統文化は“心技”を重んじます。戦争では“心技体”の
“心”があっても“技”と“体”のない国が負けます。スポーツでは“体”
が優先します。これらの経験を経て日本人は、日本的な“心”と“技”
そして“体”を合わせこれらの三位一体、いわゆるチームワークで
今回は他国を制したのではないでしょうか。
　わがロータリークラブも、バランスの取れた奉仕活動とチーム
ワークが必要だと感じた次第です。
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大川　嘉成君

岡本　忠史君

堀　　慎治君
長瀬憲八郎君

田中　英雄君
宗宮　信賢君
細川　達也君
山田　鎮浩君

ニコボックス 渡辺喜代彦ニコボックス委員長

3月17日、私の誕生日です。何歳になったのかな。
3月30日は結婚記念日です。何年目か分からなくなりました。

3月25日は妻の誕生日でした。いつもお世話になっています。

本日は、長男賢俊の誕生日です。
息子が医師国家試験に合格しました。ホッとしました。

株が上がってきました。
春です。
大分足がよくなりました。
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（堀 慎治会場委員）
ストレッチング（𠮷木洋二会場委員）
「日も風も星も」
壽化工機株式会社
代表取締役社長 
名古屋南RC
（倉澤 寛親睦活動委員）

伊丹惣三氏
近藤禎男君

出席報告 天野正明副幹事

会員74名　出席52名  （出席計算人数56名）

出席率75.00％
3月
3月
3月

23日
16日
9日

は補填により
は補填により
は補填により

85.71％
98.18％
94.55％

幹事報告
次週4月6日（木）は第6回クラブアッセンブリーおよび第10回
理事会を13時35分から9階「ことぶきの間」にて行います。出
席義務者はお忘れなく。

・
鈴木幹雄幹事

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

臨時例会変更のお知らせ

4/21（金）※ 5/5（金）※

4/27（木）※ 5/4（木）※
5/3（水）※
5/5（金）※

4/27（木）※ 5/4（木）※

4/27（木）※ 5/4（木）※

4/25（火）※ 5/2（火）※

4/27（木） 5/4（木）※

4/19（水）

4/19（水） 5/3（水）※

4/18（火） 5/2（火）※

5/2（火）※

5/2（火）※

4/20（木）

5/3（水）※

5/3（水）※

5/3（水）※
5/3（水）※

5/1（月）※ 5/8（月）

5/1（月）※

5/1（月）※ 5/8（月）

4/17（月） 4/24（月） 5/1（月）※
5/1（月）※

名古屋みなと

名古屋東

名古屋南
名古屋北

名古屋守山

名古屋西

名古屋栄
名古屋名南

名古屋大須
名古屋千種
名古屋名北

5/2（火）※名古屋名東
名古屋和合
名古屋東南

名古屋西南
名古屋昭和

豊山ー城北
5/4（木）※名古屋葵

あま
尾張中央

名古屋錦

名古屋名駅

名古屋東山
名古屋空港
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会員卓話
テ ー マ

：
：
宗宮信賢君
「海軍おたくの話」

講 師
テ ー マ

：
：
テレビ愛知岐阜支社長　高柳明史氏
「JAPAN is cool（日本はかっこいい）」

今週卓話 　　　　4月6日（木）

次週卓話 　4月13日（木）

米山功労者マルチプル表彰

委員会・同好会報告

　3月25・26日に開催されましたライラセミナーが無事終了いたし
ました。青少年165名、ロータリアンを入れると350名の参加があ
りましたが、事故等なく無事に終わりました。新世代関係の方々、ご
協力ありがとうございました。

地区新世代委員会：遠山堯郎君

　1266回例会のウィークリーがメールボックスに入れてありま
す。先回、テープの不具合がございまして、一部内容を割愛させて
頂いているものがあります。大変申し訳ありませんでした。以後気
を付けますので、今後とも宜しくお願いいたします。

会報委員会：稲垣 豊副委員長

「“水”は異なもの味なもの」

米山功労者マルチプルになられ
た宗宮信賢君に、守谷会長より
認証状が授与されました。

卓話 　壽化工機株式会社 代表取締役社長　伊丹惣三氏

　私がこの事業を始めたきっかけは、17
才上の兄が昭和26年に壽工業株式会社
を設立し、昭和36年に兄に誘われ現在の
会社へ入社したことから始まります。入社
して早々に、名古屋市立工業研究所に水
の分析を勉強に行きました。昼は会社で
働き、夜は名古屋市立工業研究所へ勉
強に行くということを1年間続けました。
　最近は中国で、公害を出す会社が閉鎖されると言うことが起こっ
ております。これは日本が今から30～40年前に辿ってきた道です。
中国がここ十数年、爆発的に発展して企業が公害を垂れ流すとい
うことは歴然としておりましたが、事前に予防措置がとられていな
かったのは残念なことであります。
　私どもは水を処理する仕事を行っているわけですが、どういった
ことを行っているかと申しますと、汚い水をきれいにし、きれいな水
もより純度の高い水にする装置やプラントを作っております。です
から汚い水を綺麗にするという装置は、いわば公害になるような排
水を処理して綺麗にし、法律に沿った水質で河川へ放流できるよ
うにするというプラント、それから水道水を純度の高い水、さらに絶
対的にH2Oしかないという超純水を作るというものもあります。
　よくミネラルウォーターなどで、ミネラルたっぷりということでそ
れが宣伝文句になることがあります。ミネラルという言葉は水に関
して言いますと、水の中には陽イオンと、陰イオンがたくさんありま
す。そういう水の中にたくさん溶けているイオンを総称しまして、ミ
ネラルというわけです。普通の一般的な水道水1リットルの中にミ
ネラルは50ミリグラム～100ミリグラムほどの量が入っています。
よくミネラルウォーターでミネラルたっぷりだとか申しますが、たっ
ぷりとはどの程度のことを指しているかと申しますと、例えば水道
水で50～100ミリというミネラルの量よりも、100ミリや200ミリ
程度の事をたっぷりといっているのかも知れません。水の中のミネ

ゴルフ例会 3月例会（276回）

　前日の雨が上がり、晴天でゴルフ日和のはずが、春一番が吹
き荒れる荒天になりました。参加者全員苦労する中、愛知のメン
バーである岡村達人君がスコアをまとめ、優勝に結びつけまし
た。本人は、多少スコアに不満があるようですが、この強風下で
の上記成績は価値あるものでした。また、この日は大川嘉成君の
誕生日でもあり、大川君より優勝者へ特別賞が授与されました。

優勝
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岡村達人
野崎洋二
長瀬憲八郎
渡辺喜代彦
稲垣豊
大川嘉成　

3月17日（金）　於：愛知カンツリー倶楽部
参加者8名
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入山　治樹君
景山　和明君
近藤　雄亮君
中川啓二朗君
高須　洋志君

先週新規入会させて頂き、多くのすばらしいお仲間が出来そうで
す。今後とも、宜しくお願いします。
久し振りに雨降りです。
田中隆義先生、お世話になりました。
3月末ですのに未だに寒いですね。
本日、伊丹惣三さんを卓話講師にお迎えしました。

ラルが多い少ないというのは、この水が栄養になるかということと
は全く関係がございません。ミネラル豊富だから体にいいというの
は、根拠のないことです。むしろミネラルが多すぎると水の味を悪
くします。水の美味しい条件というのは、汗をかいたりして水が欲
しいと思う時に、冷たくした水を飲むのがもっとも味がよくておい
しいと感じられます。同じ水でもあまり水が欲しくない時、ぬるくな
った水を飲むと先ほどとは全く違う様に感じると思います。一般的
に外国から「～のミネラルウォーター」というのを購入して飲みま
すが、それでも中の水質は日本の水道水と水質は変わりません。
皆さんは名古屋の水道水を飲んでいるわけですが、そんなにまず
くないはずです。水道水を貯め置き、冷蔵庫に入れておき、同様に
ミネラルウォーターも入れておいて飲み比べてみてください。案外
名古屋市の水道水を美味しいという結果が出てくるのではないで
しょうか。ですから日本の水道水が危機だ、危ないなどといわれま
すが、水道局では厳重に水質を管理しておりますので多少塩素が
あったりしますが、名古屋市は他の河川と比べると水質が綺麗な
木曽川を水源としておりますので美味しい水となるわけです。水道
に含まれている殺菌の塩素をきらうのであれば、活性炭の入った
浄水器を通してそれだけで十分味をよくすることが出来ます。
　よく温泉で色々な薬効があるようにいわれます。なぜかというと
温泉の成分が皮膚を通して体内に入り、病気が治るからだといわ
れます。皮膚は非常に堅牢に出来ており、表皮は外からの異物を
体内に侵入するのを防ぐ効果があるそうです。中に色々なミネラ
ルが入っているからといって、温泉の成分が皮膚を通して体内に
はいるということは絶対にないそうです。従って温泉の色々な成
分が体内に入って体を治すということは、必ずしも正しくありませ
ん。アトピー性皮膚炎の場合、硫黄分の多い温泉ですと効果があ
るということも原理的にはうなずけます。強い酸性のために、皮膚
の細菌が死滅することから効果があるという場合もあると聞いて
おります。温泉は温泉法で25度以上の水であれば温泉となりま
す。25度以上でなくても水の中の成分が、法律で決めるある一定
以上の量があれば温泉と称することが出来るとなっております。
　私が温泉の効果を否定的にいうものですから、家内から「あな
たはそういうことを言って人がいい気分になっているのを害する
から、よそでは言わないように」といわれておりますので、今日を最
後に言わないこととします。
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