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本日の例会

前回の例会

2018 年 11 月 16 日（金）第 1818 回
2018 年 11 月 30 日（金）第 1819 回
卓 話

時間
「ベトナムの食文化」

卓話者 2018 年度米山奨学生

卓 話 「 安藤百福 」
卓話者 宇瀨 治夫 会員
今週の歌 「堺北ロータリークラブの歌」
「ブルー・シャトウ」

ドゥアン ティ・フォン様

お客様紹介・出席報告・

紹介者 小西 幹夫 会員
今週の歌 「日も風も星も」「 花 嫁 」
お客様紹介 レ マン トアン 様
出席報告・会長の時間・

会長の時間・委員会報告・
幹事報告・ＳＡＡ報告
〇皆出席表彰（１１月度）
池田茂雄会員（第３６回）

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
＜11 月 16 日(金)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
20 名
欠席会員
9名
ゲスト
0名
ビジター
1名
10 月 27・28 日(土日)の出席率 100％

今週の歌「 花 嫁 」
花嫁は夜汽車にのって とついでゆくの
あの人の写真を胸に 海辺の街へ
命かけて 燃えた 恋が結ばれる
帰れない 何があっても 心に誓うの
小さなカバンにつめた 花嫁衣装は
ふるさとの丘に咲いていた 野菊の花束
命かけて 燃えた 恋が結ばれる
何もかも 捨てた花嫁
夜汽車にのって 夜汽車にのって
夜汽車にのって・・・

次週の例会
2018 年 12 月 7 日（金）第 1820 回
◆ 年 次 総 会

時間

卓 話

「上半期を顧みて」

卓話者

会 長

澤井 久和

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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卓 話
「 安藤百福 」
宇瀨 治夫 会員
安藤百福さんの話をさせて頂きた
いと思っております。
2007 年1 月5 日心筋梗塞で亡くなっ
ております｡満 96 歳亡くなる 3 日前
に幹部の方達とゴルフ 18 ホール回
っております。亡くなる前日には仕
事始めで立ったままご訓辞 30 分行い、昼休みには
社員と餅入りチキンラーメンを食べたといいます。
長寿・健康の秘訣と聞かれると「週 2 回のゴルフと
昼に欠かさず食べるチキンラーメン」と答えるのが
口癖だったようです。
安藤百福さんは台湾人で、1910 年 3 月に台湾嘉
義県で生まれました。名前は呉百福と言いました。
両親は早く亡くなり、嘉義県南隣の台南市で呉服屋
を営む祖父母のもとで育ちます。
台南市といえば八田與一が建設した烏山頭ダムで
有名ですが、
1920 年着工1930 年完成しております。
もちろん安藤百福もその完成を現地で耳にしたで
しょう。当時 1906 年嘉義大地震の復興途上にあり
好景気であったといいます。日々商売人の祖父のも
と、発展していく台南に育った百福は、独立心事業
意欲旺盛で 22 歳 1932 年父親の遺産を元手に繊維
会社東洋メリヤスを立ち上げ、日本内地から製品を
仕入れ販売する仕事を始め、大成功をおさめます。
そして翌年には大阪に「日東商会」を設立し、問屋
業務を始めます。百福は当時、京都 立命館大学の専
門学部経済科 2 部に通い、事業拡大させておりまし
た。順風満風に見えた事業ですが、戦況厳しくなる
につれ、事態は次第に悪化していきます。軍事工場
の下請けもしていましたが、資材を横流ししている
と建議をかけられ、憲兵から拷問を受け留置場に入
れられます。(後に、これは憲兵と横流ししていた者
とが結託して、百福を陥れる罠だったことが判明し
ました。)この留置の時に不潔な食時を我先奪い合う
姿を目のあたりにして、餓えれば喉を通るという体
験をして、食こそが崇高なものだと思うようになっ
た言います。
旧来から知己(ちき)にあたる元陸軍中将の助けで釈
放された百福ですが、1945 年 3 月からの大阪空襲
により大阪事務所・工場は灰と成り終戦を迎えま
す。疎開先の千里山から居を泉大津に移り、払い
下げの土地を手に入れ製塩業を始めます。ところ

-2-

が GHQ に脱税容疑で目をつけられ、脱税容疑で巣
鴨プリズンに収監されます。戦後台湾人は日本か
中華民国かの国籍選択を迫られ、戦前から資産を
引き継ぐため中華民国を選んでいたのですが、そ
の資産が GHQ に睨まれ、妻の姓安藤氏に名前を改
名帰化致しました。2 年の収監の後釈放されます。
そして大阪の信用金庫の理事長に祭り上げられた
のですが、不良債権が拡大、財産を失います。
大阪府池田市の自宅敷地内に小屋を作り、かねて
から構想を抱いていたインスタントラーメン（即
席めん）作りに取り組みました。安藤はインスタ
ントラーメンを「1.おいしくて飽きがこない、2.
保存性がある、3.調理に手間がかからない、4.安
価である、5.安全で衛生的である」の 5 要件を満
たすものと定義しました。早朝から深夜まで小屋
に籠り、インスタントラーメン作りに取り組む生
活を 1 年間続けた結果完成 1958 年、チキンラーメ
ンの手軽さとおいしさは大好評でした。この人気
に乗じて粗悪品も多く出回ってまいりました。
1964 年一車独占をやめ、メーカー各社に使用許諾
を与え、製法特許権公開譲渡致しました。当時企
業は野中の一本杉であるより森として発展してい
く方良いと思っているという言葉で語っておりま
す。チキンラーメンはアメリカにも進出。ここで
も大きな人気を博し、百福がアメリカ視察に訪れ
た時に、アメリカ人がチキンラーメンを割って紙
コップに入れ湯を注いでフォークで食べていると
ころから、カップラーメンに着想して生まれたの
がカップヌードル。
1971 年世界初のカップ麺「カップヌードルの誕
生」です。1972 年浅間山荘事件で機動隊員たちが
カップヌードルを食べている映像が流れ、火のつ
いたような大ヒット商品となりました。もちろん
世界的にも普及致しました。
安藤百福は当時時代の台湾に生まれ、人格形成時
期を過ごした事で、日本人同様に不屈の精神と意
欲そして共存共栄の気持ちを持ち続けることが出
たのでしょう。
当時日清のライバル会社でもあった明星食品が韓
国の即席ラーメン普及に多大な貢献をしておりま
す。1962 年麺と粉末のスープを別に添付する方式
を開発することで、さまざまなバリエーションが
可能となります。1963 年韓国サムヤン食品に技術
提供を行い、韓国の即席ラーメン大国となる礎を
作りました。当時明星食品社長に奥井清澄氏の存
在がありました。
チョウ ジュン ユン(全 仲潤)社長は 1959 年食べ

た即席ラーメンの味が忘れられず、世界最貧国の
一つだった国民に食べさせたい思いを奥井社長に
懇願致しまして、即座に快諾し明星食品は技術ト
ップシークレットのレシピも無償で教え、製造機
械を半額にして、それ以外はすべて無料だったそ
うです。かくして韓国サムヤンラーメンが発売さ
れ、またたくうちに即席ラーメン消費量世界一な
っております。
2014 年 94 歳で亡くなるまでチョウ ジュン ユン
(全 仲潤)社長は明星食品に恩を忘れずに日本統治
時代を高く評価していたとききます。韓国メディ
アは「ラーメンのゴッドファザー」と大きく報じ
たものの、明星食品との美談を報じたものはいま
せんでした。

た。
我が堺北クラブもこの持続可能な奉仕活動をやっ
ていきたいと思います。
皆様、よろしくお願いします。

委員会報告
社会奉仕委員会
時間
「第５回 ＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」
社会奉仕委員長 藤永 誉
１１月度の「ダメ ゼッタイ」募金
を行いました。
募金金額は、９，
５００円でした。
皆様のご協力に感謝いたします。

会長の時間
SAA 報告

会長 澤井 久和
こんにちは。何かすごく久し振
りの様な気がします。先週仕事の
都合でどうしても出席できなくて
申し訳ありません。又、山中副会長、
代理ありがとうございます。
永富さんのファイヤーサイドミー
ティングから始まり、
タイ国と堺 4 クラブ合同例会、
地区大会、囲碁フェスタと様々な活動を滞りなくこ
なしてきまして、誠にお疲れ様です。又、それぞれ
の活動に携わってくれました委員長ならびに会員
の皆様、本当にありがとうございます。
囲碁フェスタもすでに 8 回目ということで、スムー
ズに進められたと思いますし、これからも子ども達
のために続いていくことと願います。
今年度の地区大会では、お昼からという形式は
私は良かったと思います。
各自それぞれ和歌山で食事を摂られ、町おこしにも
なった様に思います。また途中退席もほとんどなく、
充実し、盛り上がっていたとも思えます。
又、ミズノ(株)会長 水野正人氏のご講演は、1 時間
15 分くらいでしたが、とても短く感じられ、楽しい
話をしていただき、又、ロータリアンとしてのご意
見もいただきました。奉仕のこと、これから何が発
展する等、最後はオリンピックの話もしていただき
ました。
ガバナーの樫畑様も「インスピレーションになろ
う」
「ロータリーを楽しもう」と熱を入れて述べてい
ました。あと、
「持続可能の奉仕」を強調していまし
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池田茂雄会員 皆出席の表彰をして頂き、有難うご
ざいます。
那須宗弘会員 ふれあいバーベキュー大会欠席失
礼しました。
山中喜八郎会員 宇瀨さんの卓話、楽しみです。
木畑 清会員 生花ありがとうございます。
嶽盛和三会員 宇瀨さん卓話楽しみにしておりま
す。
永富久紀会員 例会欠席 お詫び。
塩見 守会員 堀畑さん、本日はお邪魔します。
宇瀨さん、卓話楽しみにしています。
合計 ２１，０００円
◆米山奨学会 特別寄付・・・濵口正義会員

そ の 他
時間

「 2018-19 年度国際ロータリー・ゾーン 1,2,3
第 47 回 ロータリー研究会に参加して 」
パストガバナー補佐 山中 喜八郎
毎年参加しておりますロータリー
研究会に今年も参加して来ました。
今回は程よく近く、神戸の「ポートピ
アホテル」でした。
ポートピアホテルは、3～40 年前に、
毎年自動車業界の表彰式で表彰を受けていた処で
したので、懐かしく、昔の良い思い出がよみがえり
ました。自慢の様ですが、わが社が来なければ表彰
式は始まらないと言う、今考えれば凄い位置にいた
ものでした。
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ゃっていました。
また、ＲＩ理事さんも、委員会では、委員長が、
委員一人一人に役割を与え、其の上で自分がロータ
リーの仕事をすることで、楽しんでいる事を伝える
と、会員さんはロータリーの事をする事は、楽しい
んだと思い、皆さんがロータリーを楽しむことにな
る。この役割を与える事、そして自分の役を熱しな
がら、其の事で楽しんでいる姿を、部下の委員さん
に見せる事が大切だともおっしゃっていました。
この様に楽しみながら、ＲＣのお役をこなすと、
楽しい処には人は集まりますので、部下だけではな
く、応援団までできる。此の応援団が出来るか否か
で、委員長さんの真剣さがわかります、ともおっし
ゃっていました。
また、ロータリーの仕事を真剣にすると、委員長
さんも部下も成長します。人の成長とは、役割を与
えると、与えた方も与えられた方も、いろいろ考え
て与えますので、両方が成長します。楽しめるだけ
ならと酒を飲んだり、ゴルフをしたりしますが、仲
良くなるだけで成長はしません。此処に腹の底から
付き合う「精神的な親睦」が必要です。ロータリー
の言葉に「最も良く奉仕するものは、最もよく報わ
れる」とあります。これを忘れないで下さい。
この会のゲストとして、ローターアクト、インタ
ーアクトの若者も参加していました。1 日目の昼コ
ーヒーブレイクの後に、4 人のローターアクターが
話した時には、ドキッと自分の襟をもう一度正しま
した。彼らは「自分たちはもうすぐ社会人になりま
す。其の時に憧れている大人は、
『ロータリアン』で
ある。世の中の大人を見ていると、考え方も行動も
ロータリアンが最高である。
」とはっきり言いきっ
ていました。ここで襟を正して、彼らの目標になる
様な行動を自分達が常に意識しているのか？彼ら
を前にして真剣に考えました。
「何があっても、彼ら
の夢を、想いを壊してはいけない。
」自分の行動と考
え方を真剣に考えている処です。
池皆
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さて、ゾーン 1,2,3 と表題しましたが、正確には
1,2＆3 です。1 ゾーンには 3 万人の会員さんで成り
立ちますが、2＆3 はでは 6 万人の会員さんがいない
と言うことで、世界中では会員さんが減っていませ
んが、2640 地区を含め 2,3 ゾーンでは会員数が 6 万
人を切って減っていると言う事なのでしょう。残念
な事ですが、これが現実です。
さて本題の｢ロータリー研究会｣とは何でしょう
か。全国のロータリークラブの勉強会です。
年に一度しか会えない同志が一堂に集まります。ま
ず、凄いのは、この会には今期ＲＩ会長である「バ
リー・ラシンさん」がお見えになっていると言う事
です。それも神戸に 4 日もいらっしゃるのです。ま
るで、夢のようです。夢、夢、夢。凄い、凄い、凄
いです。
また、なぜ行くかと言うと、ＲＩ会長の今年度の
方針を地区から聞いていると、ＲＩ会長さんのお話
の和訳が少し違うのです。昨日の会では、目の前で
ＲＩ会長さんがおしゃべりになっている事を、その
場で和訳してくれます。間違いがおこりません。昨
日も、私は「同時通訳」のグッズで聴いていました。
それに参加者の大半が、全国各地からのガバナー
さんか、ガバナーエレクトさん、パストガバナーさ
ん。何方もロータリー大好き人間であり、皆さん良
く勉強なさっています。彼らの雑談を聞くだけでも、
大変勉強になります。是非、次の堺北ＲＣを背負っ
ている方には参加していただくべきだと思います。
私も、前方にはパストガバナーの福井さん、後方
にはガバナーエレクトの中野さんがいらっしゃっ
ていましたので、私もパストガバナーになった様な
気分になってしまいました。
さて、ロータリー研究会のお話です。
まずは、ポリオプラスの現況報告です。ＲＩ理事
の小沢和彦さんのお話がありました。
日本の議員会館にビルゲイツ財団のビルゲイツさ
んがお見えになって、ポリオの撲滅が未だ出来てい
ない。ビルゲイツ財団としては、撲滅の為に 2020 年
からもう 3 年間財団の援助を延期すると、日本政府
にも伝えたと言う事です。財団の援助とは、財団支
援です。
「ロータリーが 1 万ドル出せば、倍の 2 万ド
ルを！」ロータリーが出す倍を支援して頂けると言
う事です。簡単にはおっしゃいますが、途轍もなく
凄い事です。ロータリーに居ますと、このような途
轍もない事を考える方がいらっしゃる事を見せて
頂けます。
どちらのガバナーさんかわかりませんが、
「ガバ
ナー服部陽子さん」のお話です。
「ロータリーで言う
“奉仕”とは・・・
『自分がしてほしいと思う事を、
人様にする事。
』また、自分に余裕があって、人様を
お助けするのはあたりまえ。自分が大変な時でも、
人様をお助けする。
」これが最も大切だともおっし

