
RID2760 THE ROTARY CLUB OF NAGOYA IRIS

                
名古屋アイリスロータリークラブ

例会日 毎週水曜日 13：00-14：00

Engage Rotary Change Lives 2013-2014 年度 R.I.会長

ロータリーを実践しみんな豊かな人生を      ロン D.バートン   

例会場 ANA クラウンプラザホテル

      グランコート名古屋

創 立 2013 年 6 月 5 日

会長 八神 基 幹事 荒山 久美

第 12 回例会 2013 年 9 月 11 日 水曜日 晴れ

斉唱 「我等の生業」

出席者報告

例会 第12回 第11回 第10回修正

会員数 33名 33名 33名

出席 26名 28名 26名

欠席 7名 5名 5名

Make Up - - 1名

出席率 78.79% 84.85% 81.81%

ゲスト紹介

名古屋北 RC 浦野三男特別代表

名古屋北 RC 水野吉紹名誉会員

名古屋栄 RC 牧野博和さん

例会見学  青木恭子さん

  

ニコボックス報告

ご寄付ありがとうございます<(_ _)>
浦野特別代表 残暑見舞い

牧野さま   ビジター参加です。

八神会長   東京五輪 バンザイ！

安井副会長  後藤さんにはお世話になっています。

荒山幹事   先週卓話でした(^_^;)
藤森副幹事  本日卓話です。

会長挨拶

オリンピックが東京に来ます。二回目です。  前

回は1964年 昭和39年で私はその春に高校を卒業し、

大学へ進学して親元を離れ東京へ行った年の秋でし

た。もう 49 年にもなります

大学は始めの二年間は横浜の日吉でした。下宿は、品

川区西小山の安アパートに住んでいました。当時はま

だまだアチラコチラに戦後の雰囲気も残っていまし

た。もちろん下宿には風呂などありませんから、週に

3 日ほどの銭湯暮らしでした。これが普通でしたから、

オリンピックが東京で行われていても、周りの学生達

は、高価な入場券などとは無縁な貧乏学生ばかりでし

た。下宿の６畳間で見る、白黒の 14 インチテレビが

あれば、立派なものでした。あれから半世紀。  

7 年後の 2020 年、私は 74 歳です。多分生きている

とは思いますが、皆さんも 7 年後、元気でオリンピッ

クが見られますよう、健康に気を配ってまいりましょ

う。

オリンピックは人種や宗教を越え、世界に広がって

います。その点で、ロータリーに似ています。ロータ

リーも人種・宗教・国による差異を超えて、国際的な

活動を実践しています。私達はロータリーの国際貢献

を身近に感じる機会がありませんが、例えばポリオ撲

滅へのロータリーの貢献は、この地球上の人類へ多く

の福音をもたらして来ています。

“参加することに意義がある”この点でも、オリンピ

ックとロータリー活動は共通です。

ですが、オリンピックゲームには誰でも参加できるわ

けではない、運動能力が問われます。

ロータリー活動でも、誰もが参加できるわけではあり

ません。ロータリー風に表現すると、「資格を備えた

事業および専門職務の指導者でロータリーの使命の

助長に関心を持ち，熱意ある人々」平たく言うと“善



良な職業を持つ人々”が有資格者でしょう。

ここで質問。政治家はロータリアンになれるでしょ

うか？政治は職業ではないと看做され、職位分類には

ありません。ですから議員は今のまたは前の職業分類

のもとで、ローターアンの資格ありとされます。では

宗教家はどうでしょう？お坊さんのロータリアンは

大勢いますね。宗教家は特定の宗教を布教するような

活動はおこなわない制約のもとで、ロータリアンの有

資格者です。これはスポーツの世界で、政治や宗教さ

らに人種の違いを持ち込まないのと同じ考えです。

以上 東京に決まったオリンピックとロータリー

の類似点に付き、感じたことです。

幹事報告

9/25 は第 1 回親睦夜間例会があります。出欠を 9/18
までにお願いします。伊藤さんには職業奉仕というこ

とで、10-15 分ほど日本料理をテーマにお話しをいた

だく予定です。

10/30 はチャーターナイトで多くのゲストをお迎えす

るにあたり、全会員出席義務があります。会費¥8,000
を 9 月末より各会員から集金させていただきます。

11/2-4 和合 RC 主催のワールドフードフェスタが久

屋大通りで開催予定。フードチケット＠2,000×2＝
¥4,000 を各会員ご協力願います。

本日の卓話

「自己紹介と私の職業について」

               藤森 惇副幹事

私は福井県勝山市に生まれ、高校まで勝山で育ちま

した。皆様はご存じないかもしれませんが、十数年前

に恐竜の化石が見つかり、日本一大きい恐竜博物館の

ある町として今では知る人ぞ知る町でございます。高

校を卒業して体育教師になりたかった私は中京大学

体育学部に入学して、中学、高校の保健体育の教員資

格を取得しました。大学卒業時に福井県と愛知県の教

員採用試験を受けましたが、見事に落ちて仕方なく愛

知県で大学の OB が勤めていた大成株式会社という会

社に就職することになりました。八神会長に大成株式

会社の話をしたところ、「加藤社長で名証 2 部上場の

会社だね。加藤社長は知っているよ。」と言われ、本

当に世間は狭いなと感じました。就職はしたものの、

体育教師の夢は諦められず、会社に勤めながら愛知県

の採用試験を受けてきましたが見事に落ちまくり、3
回目の採用試験に落ちたところで自分の学力の無さ

を感じ教師の夢は諦めることにしました。

その後、毎日といっていいほど通っていた住吉にあ

った小料理屋のお母さんに妻を紹介されて結婚する

事になりました。地方から出てきた私は「天むす」な

どという食べ物は全く知らず、結婚して初めて「天む

す」を知ることになりました。15 年間会社に勤めまし

たが、ある日妻の母から突然呼ばれて、「中部国際空

港にお店を出すことに決まったから、今月中に会社を

辞めなさい」と言われ、「天むす」の家業は継がない

という条件で結婚をしましたが、一切聞き入れられず、

3 人姉妹の長女の婿という事で押し切られてしまいま

した。

会社を辞め藤森家に養子に入る手続きをしている

時に知ったことですが、養子ということは、名字が変

わる事は当然ですが、本籍も変わることを知り何だか

故郷が遠くなったように感じた事と、女性が結婚して

名字が変わるということはこういう気持ちになのか

と、その夜は一人でしんみりとお酒を飲んだことを覚

えています。

その後セントレア出店の準備、オープン作業などで

3 年間セントレア店に関わり、松坂屋店の店長が定年

退職すると同時に松坂屋店も任され、現在は松坂屋店、

セントレア店両店の店長を兼務しています。

次に会社についてですが、商品の説明については私

より皆様の方がよくご存知かと思いますので割愛さ

せていただきます。皆様が一番不思議に思われている

だろうと思う株式会社藤森時計店という会社名でな

ぜ「天むす」を販売しているかという事を説明させて

いただきます。実は「天むす」の販売をする前はその

名の通りセイコーの時計代理店として時計を販売し

ておりました。30 年間時計の販売を行ってまいりまし

たが、会社としても赤字が続き、現会長が何か現金の

商売がしたいと考え思いついたのが、飲食業だったそ

うです。飲食業といっても色々ジャンルがありますが、

一番に考えた事が誰もやっていないものを売りたい

と考えたそうです。その時にふっと頭に思いついたの



が実家の三重県で食べたおむすびの中に天ぷらが入

ったおにぎりの事だったそうです。会長は非常に美味

しく食べ易かった事を覚えていて、あのおにぎりだっ

たら絶対に売れると思ったそうです。三重県の津市大

門にその店は今でもありますが、当時の店主に製造方

法を教えていただき、愛知県で一番初めに「天むす」

というおにぎりを販売しました。今でこそ名古屋名物

という事で全国的に知名度がありますが、ルーツは三

重県だという事はあまり知られていない事です。

現在、創業 64 年ですが 30 年間が時計の販売、34
年間が天むすの販売と、会社としては天むすの販売の

期間の方が長くなってしまった現状です。社名は売れ

ない時には変えようと考えた事もあったようですが、

何とか売れるようになり今度は変える事により悪く

なるのではないかと思って現行の社名にしているそ

うです。現在は大須の本店、松坂屋名古屋店、セント

レア店の 3 店舗で営業を行っています。

「天むす」の誕生についてですが、昭和 30 年代初

めに三重県津市大門で天ぷら定食店をしていた水谷

ヨネという人が、忙しくて昼食をとる暇もなかった為、

せめて夫には栄養のあるものをと車エビの天ぷらを

切っておむすびの中に入れ、にぎって出したところ

「意外に美味しい」と夫が喜び、お客にも出したとこ

ろ「美味しい」と好評だったので、味付けを色々工夫

して作られたのが「天むす」の誕生になったという事

です。なぜキャラブキが付け合わせかというと、この

水谷ヨネの夫が漬物をあまり好きではなく唯一キャ

ラブキが好きで、おにぎりを食べる時にキャラブキを

食べていた事で、付け合わせがキャラブキとなったと

いう事です。もし彼がその時に違う漬物を食べていた

ら付け合わせも違ったものになっていたのでしょう。

私は個人的にはキャラブキが一番合っているように

思います。

これからの例会予定

【第 13 回例会】

9 月 18 日 水曜日 13：00-14：00
ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋

クラブフォーラム（青少年のための月間）

卓話：高浜 RC 黒田勝基様

【第 14 回例会】

9 月 25 日 水曜日 18：00-20：00
料亭 香楽

第 1 回親睦例会

会費：¥16,000 は当日現金でお支払い下さい。


