
２０１６年１１月２８日（晴れ） 第３週 第２１７４回例会

”それでこそロータリー”Song

Attendance

７７名 １２名 ７９．６６％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

皆さん、こんにちは 「2016年ユーキャン新語・流行語。

大賞」のノミネート語30が公式サイトで発表されました。

1年間でもっとも話題になった言葉を選ぶ、年末恒例の賞

レースです。今年もまさに今、世界的に流行っているピコ

太郎の「PPAP」や、社会現象にもなっているスマホゲー

ム「ポケモンGO 、小池東京都知事関連で「アスリートフ」

ァースト 「都民ファースト 「レガシー」等がノミネート」 」

されています。新語・流行語大賞は、出版社の自由国民社

が１年の間に発生したさまざまな「ことば」のなかで、軽

妙に世相を衝いた表現とニュアンスをもって、広く大衆の

目・口・耳をにぎわせた用語を選ぶとともに、その「こと

」 。ば に深くかかわった人物・団体を毎年顕彰するものです

1984年に創始され、2004年より「ユーキャン新語・流

行語大賞」に改称しました。発表は毎年12月1日（土日曜

日の場合は次の平日）です。

ノミネートされることばは『現代用語の基礎知識』の読

者アンケートの結果をもとに編集部によって候補として選

出され、その中から新語・流行語大賞選考委員会（選考委

員７名）でトップテンと年間大賞が選定されます。

創始当初は新語部門と流行語部門に分かれてそれぞれ金賞

を筆頭として各賞が選ばれていましたが、1991年からは

年間大賞が設けられ、1994年からは両部門を合わせて選

定されるようになりました。ちなみに初年度1984年の新

「 」、 「 」語金賞は オシンドローム 流行語は まるきん まるび

でした。1991年に初めて設けられた年間大賞はチャーリ

ー浜さんの「‥じゃあ～りませんか 。そして昨年の年間大」

賞は「爆買い」と 「トリプルスリー」でした。今年のトッ、

プテン及び年間大賞は例年通り今週の木曜日12月１日に発

表されます。今年はどの言葉が選ばれるのか楽しみです。

最後になりましたが、本日は新会員卓話です。どのよう

なお話が聞けるか楽しみです。河村君・神野君よろしくお

願いします。

１２月 ５日（第２１７５回）Today

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話「口臭について」

篠田耕伸君

保健委員会

１２月１２日（第２１７６回）Next Week

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話「マイロータリー」

鈴村與左衛門君



黒川元則 幹事Secretary Report

１ ロータリーレートが12月1日より１ドル106円（現行

102円）に変更となります。

２ 第6回定例理事会のご案内

日時 12月5日（月）18:00

場所 涵梅舫 名鉄GH 18F

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

本日は新会員卓話です。河村昭利君、神野恭寿君、よ

ろしくお願いします。

モンゴル・フレーRCのガラさん家族をお迎えしての

、 。 、会食会に参加の皆様 有り難うございました 中西君

お世話になりました。

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

横井久雄 副会長

、 、 、 。新会員卓話 神野君 河村君 よろしくお願いします

黒川元則 幹事

本日、新会員卓話、よろしくお願いします。

板津和博君

第431回ゴルフ例会にて、3回目かな？優勝させてい

ただきました。本日例会欠席いたします。

中村普一君

ニコボックス伊藤正征君と目があったので。

高山 敏君

本日、早退します。

田中正博君

親睦活動委員会の皆さん、年末家族会に向けて頑張っ

ておられます。ご苦労様です。

ニコボックスの皆様、ご苦労様！！

後藤袈裟美君

ニコボックスの皆様、ご苦労様。

家田安啓君

イチョウが黄金色にに染まってきましたね。

伊藤英毅君

もう一月で今年も終わりです。今年も無事終わりそう

です。有り難うございます。

伊藤正征君

AMA79、カラオケ大会参加の皆様、12月1日（木）

場所は「燦歌 、18時からです。」

河瀬文一君

例会の司会にご協力いただきまして、有り難うござい

ました。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

水野 眞君

、 。 、大竹和美君 50年おめでとう それ以前からのご友誼

懐かしく感謝します。

酒井和雄君

加藤憲治君、津島神社の本を頂き、当八坂神社の参考

にさせていただきます。

田邊正紀君

2週連続でお休みしましたので。

東海広光君

藤田隆志君、先日は有り難うございました。

山田尊久君

蟹江中学校の学校訪問。道徳の時間 「齋藤孝のカッ、

コよく生きてみないか」を取り上げる。担当の先生の

拍手。

合 計 ３３，０００円

新 会 員 卓 話

河村昭利君

改めましてこんにちは。今年６月に入会させていただきま



した河村と申します。本日は新入会員卓話と言うことで皆

様の貴重なお時間を頂戴しますこと、まずもってお礼申し

上げます。ありがとうございます。不慣れにつき、お聞き

苦しい点もあるかと思いますがどうぞご容赦くださるよう

お願い致します。

まず仕事の紹介からさせていただこうと思います。私の

職場は豊公橋のたもと、旧の甚目寺にあります株式会社河

村産業所という会社です。昭和1３年に私の祖父が作った

会社で、私はその三代目になります。創業当初は三菱重工

業さんの零戦の燃料タンクを作る軍需工場として創業しま

した。現在従業員は350名で、一つの会社で、製造業と建

設業という異業種を営む少し特殊な業態の会社です。

製造業の方はプレス加工部品の製造を行っています。主

な生産部品としましては、

・マイクロバスや大型バスのボディ部品

・建機のボディ部品

・エアコン部品や送電関連部品

。 、を生産しております いわゆる大量生産型の工場ではなく

多品種少量生産を得意としています。生産拠点は、あま市

甚目寺の本社工場と、おわら風の盆で有名な富山県八尾町

に工場があります。ご案内の通り、昨今では製造業のグロ

ーバル化が言われて久しいですが、たまたま当社は国内生

産拠点のお客様ばかりで、今のところ海外の生産拠点はあ

りません。メインのお取引先様は日本の自動車メーカです

が、ドイツの自動車メーカの資本が入っており、マネッジ

メントはドイツ人や関連会社のインド人によってなされて

います。我々日本人は農耕民族であり、その土地を大切に

耕して果実を得るという発想ですが、彼らヨーロッパの狩

猟民族は、獲物のいるところで狩りをする。獲物がいなく

なれば、その地にこだわることなく他の地で狩りをすると

いう根本的な思想の違う文化があり、日本国内で仕事をす

るといってもグローバルな発想無くしては生きていけない

世の中であると実感しています。一方、建設業の方は、土

木工事、港湾整備工事、建築工事等の総合建設業を行って

います。公共工事が主体で、国土交通省や愛知県、地元の

市町村等が主なお客様となります。何かご用命がありまし

たら是非お声掛けくださればと思います。

さて、私どもが身を置いています、製造業も建設業も、

いずれも取り巻く環境は厳しいものがあります。製造業は

先ほども申しました通り、グローバル化の波が押し寄せ、

円相場が一円上下するだけで一喜一憂する日々です。また

建設業につきましても 「人が集まらない」いわゆる「担い、

手不足」の問題は大変深刻な状態で、現在国土交通省さん

はじめ各発注者さんも「担い手不足対応」に注力されてい

る中、我々受注者に求められるハードルはいよいよ高くな

る一方です。さて、そのようにかじ取りの難しい状況では

、 、 、ありますが 私自身 経営者としてはまだまだ未熟であり

少しでも見聞を広めるために異業種交流の場にはなるべく

積極的に参加するようにしています。少し偉そうなことを

言うようですが 「人との出会いに一つもムダな出会いは無、

い」というのが最近実感として感じるところです。

様々な経営者の皆さんから学んだこととして、ここ数年

は「理念経営」という事に取り組んでいます。経営理念は

どんな会社にもあるものですが、理念経営は経営理念や経

営ミッションを北極星として、会社組織とは単に生活費を

稼ぐ場所という考え方ではなく、目標に向かって「やりが

」「 」 。い 成長 を実感できる組織というものを目指しています

その基本となる行動指針を15か条の行動指針、当社ではそ

れを「クレド」と呼んでいますがそのクレドに基づく経営

を実践することで組織改革を進めている最中です （クレド。

・・・ラテン語：信条、約束）このロータリーでも、そう

そうたる経営者の諸先輩方がおられますので、また皆様か

ら色々と学ばせていただけるのを楽しみにしております。

また、私自身のことについて少しだけお話させていただき

ますと、家族構成は家内と子供が3人。小学生が2人と２歳

の子で、まだまだ子育てに手がかかる状態です。休日は家

族で過ごす時間を最優先に取るようにしています。裏を返

せば、休日は自分の時間がほとんどないのが実情です。ま

た、ゴルフですが、私はデビューが遅くゴルフを始めてま

だ４シーズンなのですが、その才能の無さに毎回心がズタ

ズタに折れています。ベストスコアは今年の7月に出した1

00ですが、その後、最近では110すら切れない状態です

から、100が切れる日など果たして来るのだろうかと疑心

暗鬼になりつつあります。毎回ラウンドの帰り道は、ゴル

フパートナーでクラブを売って帰ろうと思うほどです。も

しゴルフをお誘いいただける場合はこんな前提であること

を是非ご理解いただいて、温かい目で見守っていただけれ

ばと思います。

皆様、早く「肉の等級」のお話をお聞きになりたいと思

いますので、以上をもちまして私のつたない卓話を結びた



いと思います。繰り返しになりますが、今後あまロータリ

ーの皆様とのご縁を頂戴し、いろいろな「気付き」を得ら

れることを私自身大変楽しみにしておりますので引き続き

どうぞよろしくお願い申しあげます。ご清聴ありがとうご

ざいました。

神野恭寿君

一般に国産牛とは、日本国内で育てられた

１．和牛以外の肉用種

２．乳用牛（ホルスタイン）と和牛をかけ合せた交雑種

３．乳の出なくなった廃乳牛

４．乳用種の雄など

を指す。ただし、外国で生まれた牛であったとしても、日

本国内での肥育期間の方が長ければ国産牛として販売され

ることになります。国産牛は種に関係なく、最も飼育・育

成された期間の長い場所を原産地として表示することがLA

S法で制定されました （平成16年9月より）。

・以前は3ヶ月ルール

畜産物の原産地表示に関する例外的規定で、生体輸入を

した場合、牛は3ヶ月、豚は2ヶ月、その他畜産物は１ ケ

月以上日本で飼育していれば「国産」 と表示ができるとい

うルールです。通常、複数の場所を経由した農産物や水産

物については、もっとも長い期間飼養していた場所が原産

地となります。この3ヶ月ルールは、たとえばアメリカで1

年飼育していた牛でも、生きたまま輸入して3ヶ月飼育す

れば「国産」と表示される形となり、農産物や水産物の原

産地表示との整合性が問題となっています。

・ポイントは

輸入牛や交雑種も「国産牛」になる点。

・交雑種とは

牛は年一産の一頭しか出産できないので、他の家畜食肉

類と比べ効率化や大量生産が難しい現実があります。そこ

で、乳牛（ホルスタイン）種の雌に黒毛和牛の精子を人工

授精し、和牛の肉質に近い交雑種（F1）を生産するような

状況になりました。

「和牛」と「国産牛」の違い

日本で販売されている牛肉

１．和牛

２．国産牛

３．輸入牛

和牛とは現在４種類しかありません。

１．黒毛和種（クロゲワシュ）日本全国

２．褐毛和種（アカゲワシュ）熊本・高知

３．日本短角種（二ツポンタンカクシュ）岩手・北海道

４．無角和種（ムカクワシュ）山口

「 」 「 」 、和牛 というのは 品種名 で原産地とは全く関係なく

明治以前から日本で飼われてきた 我が国が世界に誇る 肉、 「

専用種」です。店頭で食肉を販売する場合、公正競争規約

によって表示の内容が定められています。和牛として表示

して良いのは黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種

の４ 品種とその交配種で、日本国内で出生し生育された物

に限られています。

講評 栗木和夫君


