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     前回の例会 

 2022年 5月 6日（金)第 1948回 

卓話 「 韓国醸造事情＆ 

        今後の日本食キーワード 」 

卓話者   鶴 啓之 会員    

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

      「バースデーソング」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（5月度） 

 坂田多英様（2日）  

〇結婚記念祝い（5月度） 

 城岡陽志会員(2日)  畑中一辰(2日) 

 田口 隆 会員(4日) 永富久紀会員(4日)   

 濵口正義会員(15日) 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 5月 13日第・第 1948号 

 2022年 5月 13日（金)第 1949回    

「これってセクシュアル・ハラスメント？」 

  堺市 男女共同参画推進課 出前授業用 DVD鑑賞  

今週の歌 「それでこそロータリー」 

     「バラが咲いた」 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（5月度） 

 該当者なし  

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：奥野圭作 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2022年 5月 20日（金)第 1950回    

卓 話  「 鳥井駒吉の生涯 」 

卓話者   鳥井 洋 様  

紹介者   三上 尚嘉 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜5月6日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            19名 
欠席会員               9名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 

今週の歌 「バラが咲いた」 

 

バラが咲いた バラが咲いた まっかなバラが 

淋しかった僕の庭に バラが咲いた 

たったひとつ咲いたバラ 小さなバラで 

淋しかった僕の庭が 明るくなった 

バラよバラよ 小さなバラ 

いつまでもそこに咲いてておくれ 

バラが咲いた バラが咲いた 真っ赤なバラで 
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  「 韓国醸造事情＆ 

        今後の日本食キーワード 」 

鶴 啓之 会員   

  

 平成30年（2018）2月1日～3日

まで、鶴屋の顧問をされていました

東京農業大学の片岡先生と繋がり

のある醸造家4名計6名で、韓国の

毎日食品（醸造工場）の工場見学、

韓国の醸造のルーツとされている全羅北道地区の

村を視察してきました。 

日本の醤油のルーツは、750年前、1249年禅僧の覚

心が宋から、径山寺などの修行の傍ら持ち帰った味

噌の製法が金山寺味噌や味噌ルーツとされていま

す。 

持ち帰った味噌の製法で、味噌を作り、境内の軒に

つるしていましたが、自然発酵がもたらし、床にぽ

たぽたと液が落ちました、垂れる液をなめてみます

と、あら美味しい、これが醤油の起源です。 

現在の醤油は穀醤と言いまして、大豆、小麦、種麹、

塩水で作られますが（一部アミノ酸液を使います）

古い書物には、穀醤のほかに三種類の醤（ジャン）

が記されています、一つは、草醤（草や、野菜から

作られた醤油）現在の漬物、キムチの源流です。二

つ目は、魚醤（ベトナムではニュクマム、タイでは

ナンプラー、でおなじみです。日本ではハタハタの

魚醤、イカの魚醤、大分の得意先では、まるはら醤

油が鮎の魚醤が作られ、フランスのシェフから絶賛

を受けています。最後に肉醤があります。（主に鶏の

肉、イノシシも存在したようです。イノシシの醤を

シシビシオと言われます） 

本題の戻りますと、空港では、毎日食品の具工場長

がお出迎えいただき、さっそく工場見学をさせてい

ただく、工場はHACCPを取得されていました、衛

生面は文句のつけようがありませんでした。 

（HACCPはアメリカが発祥で、宇宙食の衛生管理

計画が基本です） 

機械は、日本の醸造メーカーのコピーであり、すべ

て韓国製でした。日本の醸造メーカーは、岡山のフ

ジワラテクノアート、永田醸機、山崎鉄工がありま

す。 

見学の後、いよいよ全羅北道の村へ行きました、ま

ずその村には、、すごく大きいメジュの協同工場が

ありまして、その工場見学もさせていただきました。

（その工場もHACCP） 

寒風吹きさらしの2月が、メジュの作る一番の季節

であります。メジュとは一晩大豆を水に浸しふやか

せる、やや硬めに煮ます。レンガのような形にしま

して冷やします。冷やしたメジュを藁で結び、軒先

で乾燥させます。 

メジュに繁殖する微生物とは、クモの巣カビ、毛カ

ビ、黒カビ、麹菌（青かび）酵母などの真菌類、枯

草菌などの細菌類があります。表面付近ではコウジ

カビ等が繁殖し、中心部分では枯草菌が繁殖する。 

枯草菌は藁の中にある菌で、日本では納豆菌に近縁

であるため、韓国のカンジャン、テンジャンは納豆

の匂いがするのです。 

日本の醤油は、一切枯草菌を繁殖させず、もっぱら

麹菌（アスぺルギルスオリーゼ、ないしはソーヤ菌） 

出来たメジュに、2 倍の飽和塩水（気温 25 度C で

25～26％の濃い塩水、寒い韓国なので 23％前後と

思われる）を壺に入れて、熟成させます。出来上が

りは17％ぐらいのカンジャン（醤油）が完成します。

（数年かかることもあります）カンジャンが出来、

取り出した個体物にさらに塩を加えて、テンジャン

（味噌）を作ることもあるそうです。そのテンジャ

ンに赤トウガラシ等を混ぜてコチュジャンが出来

ます。 

韓国の醸造を考えますと、日本にもよく似た醸造が

あります。 

愛知県の赤だし味噌、たまり醤油です。赤だし味噌、

たまり醤油は大豆だけで数年熟成させて作ります。 

メジュの価格は、現地でも高く、5.5㎏で110,000ウ

ォン、日本円で￥11,000 

5.5 ㎏で、7～8 ㎏のカンジャンと 15ｋｇ～20 ㎏の

テンジャンが出来ます。 

この協同工場では、テンジャン2ｋｇ￥1,250です。 

カンジャも420ｍｌで、￥800でした。 

メジュの農家を覗きますと、メジュだけでなく、魚

も干していました。 

イシモチ（シログチ）です。シログチは吊り上げら

れるときにグーグーと浮袋を鳴らします。まるで愚

痴を言っているようなので、シログチと言われる。

丁寧に骨を取り、カンジャンやテンジャンと香辛料

を混ぜ合わせ、独特の酒の肴になります。マッコリ

とよく合います。 

卓 話 

時間 
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韓国の醸造事情を見学して、思うことは、元は中国

からの味噌醤油の伝来が同じでも、日本とは大いに

違いがあります。これは言葉と同じように、地理的

格差、お国柄、取り巻く環境、食に対する取り組ん

だ歴史、食べる食素材に並行して大きく違いが出来

た証です。日本ののんびり農耕民族と韓国のいつ襲

われるともしれない狩猟民族との違いも感じる。 

韓国は、寒い国なのでスタミナを付ける為、辛い食

を好む、美容という文化と食のつながりがあります。

薬食同源（韓医学）は、良い食べ物は良い薬となり、

良い体を作る。自然治癒力を高める韓医学の重要な

考え方にも納得する。 

 

さてこれからの日本の食の未来予想図を考えたい

と思います。 

1、原料の高騰。 

2、水の問題。 

3、ガソリン価格、燃料費の高騰。輸送コストの高騰

につながる。 

4、日本の自給率の問題。 

5、味の素の今後。 

6、カロリー問題。 

7、減塩問題。 

8、食品の殺菌技術。 

9、ごみゼロ運動。 

10、辛い食品のブーム。 

11、コクのある食品。 

12、より簡便な食品。 

13、ドラッグストアーの成長。 

その他、いろいろな状況が考えられます。非常に険

しく、何が起こるのかわからない食の現実です。過

去には戦争もあり、日本人は想像以上の困難を乗り

越えて、私たちに大きな財産を届けていただきまし

た。これからも厳しさのある状況ですが、将来の日

本に、安全安心で、かつ生きるための「食」、世界の

方々に美味しいと認められる「食」を届ける使命を

強く感じます。  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

会長 中川 澄 

  

 本日は、賃貸土地と明渡のお話で

す。 

 土地を貸して、借主が借地上に建

物を所有している場合、借主が「も

うこの建物は使わないので、土地を

返します」と言ってくることがありますが、その

場合、借主が建物を取り壊して更地にして返すの

が大原則です。しかし、世間では何か誤解がある

らしく、「土地を返してあげるので、立退料をくだ

さい」と言ってくる借主や、「建物は地主側で解体

してください」と言ってくる借主が後を絶ちませ

ん。立退料が発生するのは、借主側は土地を使用

し続けるつもりなのに、地主の都合で立ち退きを

求める場合だけです。 

 ときどき、借主が「もうこの建物は使わないの

で、建物を第三者に売ろうと思います」と言って

くることもあります。これも、借主側にとっては

かなりハードルの高い話です。というのも、建物

を売る場合、借地権と一緒に売ることになります

が、借地権の譲渡には地主の承諾が必要だからで

す。地主が借地権の譲渡を承諾しない場合、地主

に代わって裁判所に承諾をしてもらうという手

続きもありますが、この場合、裁判所は、借主に

譲渡承諾料の支払を求めるのが通常であり、また、

第三者が借地権を引き継いだ後の地代も増額さ

れることが多いです。そして、譲渡承諾料がいく

らになるのか、借地権譲渡後の地代がいくらにな

るのかを予測するのは少し難しいようです。 

 そして、借地権譲渡について地主の承諾を得ず、

裁判所の承諾も得ず勝手に借地権を譲渡してし

まった場合、地主は土地賃貸借契約を解除できる

ので、借主は、建物を撤去して土地を更地にして

返さなければならないことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間  

メジュ メジュを漬け込む仕込み壺 



- 4 - 

 

 

 

  

親睦活動委員会 

      「最終例会のご案内」 

            親睦活動委員長 木畑 清 

 

 本年度最終例会及び親睦家族会を

下記の通り開催いたしますのでご案

内申し上げます。少し早いご案内で

すが、皆様にご予定いただきたく、 

どうぞご家族ともどもお誘いあわせの上ご参加

下さいますようお願い申し上げます。 

          記 

日時：令和４年６月１８日（土） 

開会：午後５時３０分（受付：午後５時）  

場所：シェラトン都ホテル大阪 （上本町） 

     ３F志摩の間 

 ＊先日ご案内しました宴会場は“明日香の間” 

  とご案内しましたが、間違っておりました。 

  申し訳ありません。            

参加者：会員・ご家族・ファミリー会員 

登録料：会員１０，０００円 家族８，０００円 

    小学生以下 無料 

☆出欠は6月３日（金）までにお返事下さい。 

 

 

社会奉仕委員会 

「PCなど小型家電回収のご協力お願い③」 

社会奉仕委員長 中田 学 

    

 社会福祉法人 美原の郷福祉会 

障がい福祉サービス事業 「ワーク

センターつつじ」様 （代表 川田 康

弘 様）へ 3回目の家電回収を行い

たく、会員の皆様の事業所、ご家庭

に出た PC など小型家電の不用品回収にご協力を

お願いいたします。 

【回収方法】 

 クラブ事務局の回収置き場にご持参ください。 

 台数や量が多い場合は、ワークセンターつつじ 

 さんに直接持ち込みしていただくか、川田様に 

 回収をお願いすることにいたします。 

【回収対象品例】 

 ノート型パソコン、 デスクトップパソコン、 

 ルーター、端子類、ゲーム機(DS、ファミコン、 

 ゲームカセット)、音楽プレーヤー、デジカメ 

 携帯電話、スマートフォン、固定電話、ビデオ 

 DVDデッキ、超硬チップ、ドリル、銅製品など 

＊回収できないもの 

 テレビ、ブラウン管、PCモニター、洗濯機、 

 冷蔵庫、エアコン、時計、乾電池、電球、 

 蛍光灯、CD、フロッピーなど 

★直近の回収締め切りは 6 月 3 日といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 （50音順） 

奥野圭作会員 今日は急用ができてしまい鶴さ 

       んの卓話、拝聴できず残念です。 

       欠席申し訳ありません。 

北側一雄会員 鶴さんの卓話を拝聴に参りまし 

       た。 

北村勝博会員 ゴールデンウイークも終わり、今 

       日からすっかり仕事モードです。 

       鶴会員、本日の卓話大変楽しみに 

       しております。よろしくお願いい 

       たします。 

塩見 守会員 鶴会員の卓話を聞きたくて、竜王 

       から帰ってきました。 

       それと、5月 3日の罰金です。 

鶴 啓之会員 本日、真面目な卓話をさせていた 

       だきます。よろしくお願いいたし 

       ます。「パズルでロータリー」に応 

       募しましたら、“ガオマル”いただ 

       きました。 

中田 学会員 鶴さん先日は御苦労さまでした。 

       本日の卓話楽しみです。 

永富久紀会員 鶴さん、韓国のお話楽しみにして 

       います。 

那須宗弘会員 鶴会員、卓話御苦労様です。 

畑中一辰会員 結婚記念日祝い頂きありがとう 

       ございます。いつも妻はよろこん 

       でいます。 

SAA報告 

時間 

 

委員会報告 



- 5 - 

 

 

吉村博勝会員 鶴会員様、本日の卓話楽しみにし 

       ています。 

綿谷伸一会員 サイボーグ坂田会員お帰りなさ 

       い。中田会員、塩見会員来週欠席 

       します。よろしくお願いします。 

 合計３９，０００円 

  

◆米山特別寄付・・・米澤邦明会員 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報   ・卓話資料   

 

（２）次年度のための 

  第 3回クラブアッセンブリー開催のご案内 

標記の件、下記日程へ変更して開催いたしま

す。次年度委員会委員長、同好会代表世話人の

皆様には、コロナも未だ収束には至っておりま

せんので、方針、計画を提出いただくのは難し

いと思いますが、計画書のご提出をお願いいた

しますとともに、会員の皆様、ご出席のほどよ

ろしくお願いいたします。 

         記 

 日 時  令和４年５月２７日（金） 

        例 会（卓話の時間） 

 場 所  例 会 場 

 

 

 

 

第 11回定例理事会 

理事会構成メンバー 

中川、塩見、笹山、綿谷、池田、木畑、坂田  

中田、池永、畑中 （会計監事：永富） 

日 時：２０２２年５月６日（金）例会終了後 

場 所： 例会場 

議 案   

１．４月度 8ＲＣ連絡会について - 報告 

２. 委員長不在のホームページ委員会、青少年

委員会の委員長選任について  

・副委員長を委員長に再任する – 承認 

３．堺ユースサッカーフェスティバル(2022) 

  協賛依頼について 

・例年通り協賛 – 承認 

４．新入会員候補者の件 - 承認 

５. 次年度予算（案）について - 検討 

６．その他 

 

８ＲＣ連絡会 

４月度 堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2022年 4月 20日（水）14：30～ 

場所：堺商工会議所 

ホスト：堺おおいずみＲＣ 

議案： 

１．第 90回互輪会の報告（堺北ＲＣ） 

・お礼及び収支報告  

・人数が少なく、今後は開催曜日等の検討が必 

 要ではないか。 

・次回のホストクラブ 堺おおいずみＲＣ 

２．例会開催日変更について（堺中ＲＣ） 

・来期より例会日を木曜日に変更 

３．ウクライナ支援の件（堺東ＲＣ） 

・８ＲＣで支援プロジェクトが出来ないかとの 

 意見も出ましたが、具体的には進展せず保 

 留。 

４．「8ＲＣ合同例会」について（堺おおいずみＲＣ） 

・「８ＲＣ合同例会」について→親睦を深める事 

 を目的に 

（堺中）講師を呼ぶのではなく、グループ討論 

 会をする。テーマを決めて、例えば「社会奉 

 仕のあり方」とか。 

（堺泉ヶ丘）奉仕の取り組みの情報交換や、何 

 かグループで出来るテーマが見つかれば、共 

 同で事業が出来るのではないか。 

（堺北）グループ討論はＯＫ。 

（堺おおいずみ）小さく始めて育てていけれ 

 ば。 

※前回までの流れは、「内容を決めて、各クラブ

から委員を 1人出し、８ＲＣ連絡会の前後に委 

員会をする」だった。５月からは具体的に今年

度内で委員などを決める。来月までに各クラブ

より 1人選別し、次回 5/17の連絡会 1時間前に

委員会を開く。 

５. その他 

・新旧合同連絡会開催について（堺おおいずみＲＣ） 

・懇親会も開催するということで承認。 

 

その他 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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例 会 風 景 

【4月 8日 吉村会員卓話資料③】 

          「大相撲の不思議」より 

※ ｢水引幕｣ 

 現在は濃い紫色の幕で、四方には日本相撲協

会の桜の紋章が二つずつ染め抜かれている。 

「揚巻」という房付きのひもで縛りあげたこの

水引も意味がある。 陰陽に囲んで聖域を作って

いるとされている。水引幕は北から巻き始めて

北に収める。 

※ 懸賞 

幕内の取組しかかけられない｡十両は大銀杏を

結った関取でありながら懸賞は許されていな

い。現在、取組に掛けられる懸賞の懸賞金は一

本につき賞金六万円です。一場所十五日間のう

ち、最低でも五日間出すことが決められている。 

積立金や手数料を差し引いて力士が土俵で受け

取るのは、三万円です。 

祝儀袋は行司が軍配に載せて差し出す。力士は

手刀を切り受け取る。手刀は軍配に向かって

「左・右・中」の順で切る。よく「手刀は心とい

う字を書いているのだ」と言われるが、手刀は

五穀豊穣の三神に感謝する作法だとされてい

る。左が神産
かみむ

巣
す

日
びの

神
かみ

、右が高
たか

御産
み む

巣
す

日
びの

神
かみ

・中が

天
あま

御中主
みなかぬしの

神
かみ

である。造化三神 

※ 番付  

「番付が一段違えば虫ケラ同然、一枚違えば家

来の如し」 

｢一段」というのは、番付表のどこに自分の名が

書かれているかその場所である。最上段に横綱、

三役(大関・関脇・小結)・前頭という幕内力士

の名、三段目に十両と幕内力士の名、三段目に

は三段目力士、四段目に序二段、最下段に序の

口です。そして「一枚」というのは、同じ地位に

ある者の最小の差です。十両最下位と幕下筆頭

では、一枚しか番付がかわらない。だが、その

差は天国と地獄。まず給料は十両から支給され、

幕下以下にはない。 

毎月 横綱 300万、大関 250万円、関脇 180万円 

小結 180万円、前頭 140万円、十両 110万円の

月給が出る。 

加えて年二回は給料一ヶ月分のボーナスも出

る。三役以上には本場所ごとに特別手当も出る。 

幕下 16万 5千円、三段目 11万円、序二段 8万

8千円、序の口 7万 7千円 

幕下以下は､「本場所手当」 二ヶ月に一回の本

場所毎に支給されます。  

◎ 優勝賞金 1000万円 殊勲賞・敢闘賞技能賞の 

 

平幕が横綱に勝つと金星を挙げるといいます

が､ 金星一つにつき 4万円が場所ごとに 

 

支給されます。 現役引退まで続きます。 

  

 三賞は 200万円 

◎ 平幕が横綱に勝つと金星を挙げるといいま 

 すが､ 金星一つにつき 4万円が場所ごとに支 

 給されます。現役引退まで続きます。 

綱打ちは新横綱誕生の時と年三回の東京場所前

に行われる。 

横綱の背に回る方には、麻で巻いた銅線を芯と

して入れてある。 

「雲
うん

龍型
りゅうがた

」の結び目は､ 輪が一つです。結んだ

綱の先端はその輪に沿ってピシッと天を向いて

いる。 

「不知火型
しらぬいがた

」 は蝶結びのように結ばれ輪が二

つ、結んだ先は二つの輪を左右に、やはりピシ

ッと天を向いている。        

 

 5月奥様誕生祝い 坂田兼則会員 

 5月結婚記念祝い 代表 永富久紀会員 

  第3回 廃棄小型家電回収 

   締切：6月3日（金） 
 
 ワークセンターつつじさんの都市
鉱山発掘隊により価値あるもの
に！ご協力お願いします！ 


