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大塚崇行　会長

　本日は早朝より今年度第1回上尾RCゴルフコンペという事で、大変

に楽しくラウンドすることができありがとうございました。

さて、先週の理事会にて1名の入会を承認し、皆様へお伺い書を送付

させていただきました。ご承認いただければ12月9日に入会式が行え

ますので、何卒、宜しくお願い致します。本日は金澤新会員の入会卓

話ですので、これからも新しい仲間を増やして、卓話が沢山出来るよ

うに頑張っていきたいと思います。

続きまして、先週末、上尾シティーマラソンが行われました。私は1

時間44分59秒という事で、自己ベストとまではいきませんでしたが、

気持ちよく走れました。ここで本日のブックマークとして上尾シティ

ーマラソンを取り上げたいと思います。

今回も20の大学が出場しまして、皆様も箱根マラソンの前哨戦として

注目されていると聞いたことがあると思います。アップダウンが少な

く記録が出やすいと言われていて今までの記録を調べてみました。今

回優勝しました早稲田大学の大迫選手の記録、1時間1分47秒は男子ジ

ュニアアジア記録となりましたが、男子ジュニアアジア記録のベスト

3は全て上尾シティーマラソンで出ております。2位が2005年に東海大

の2年前の箱根のエース伊達選手で1時間2分8秒、3位が2002年の早稲

田の竹澤選手1時間2分27秒。彼も3年前の箱根で2区を走っています。

もっと言うと、4,5位は中国ですが6,7,10位も上尾で出ておりますので

ベストテンのうち6位が上尾シティーマラソンとなります。因みにハ

ーフの世界記録は58分23秒、日本記録は1時間25秒だそうです。

最後に、本日はこの後に今日行われましたゴルフコンペの表彰もさせ

て頂きますが、ここでゴルフの格言を一つご紹介させて頂きます。

　これはバーナード・ダーウィン、進化論のダーウィンの孫の言葉で

す。「ゴルフほどプレイヤーの性質が表れるものはない。しかもゴル

フではそれが最善と最悪の形で表れるのだ」ということで、正にその

通りで、良いも悪いも自分の全てをさらけ出し、そして4人で一日コ

ースを周るのがゴルフの楽しさなのかなと思いまして、本日の会長挨

拶とさせていただきます。本日の例会も宜しくお願い致します。

行事予定

　１２月９日　　結婚・誕生祝い（理事会）

　１２月１６日　卓話

　１２月２３日　天皇誕生日（年次総会に振替）

　１２月２４日　年次総会

　　　　　　　　クリスマス例会

　１２月３０日　定款の規定により休会
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■大塚会長　結婚・誕生祝いおめでとうございます。金澤会員入会卓話ありが

とうございます。ゴルフコンペ山間の皆さんありがとうございました。

■名取副会長　結婚・誕生祝いありがとうございます。金澤さん卓話ありがと

う。

■島村幹事　結婚･誕生祝いおめでとうございます。金澤会員卓話ありがとう

ございます。

■関口副幹事　結婚・誕生祝いおめでとうございます。金澤さん卓話ありがと

うございます。

岡野会員　齋藤（重）会員　加藤会員　須田会員　武重会員　細野会員

尾花会員　井上（清）会員　金澤会員　渡邊会員　吉川会員　村岡会員

小林会員　齋藤（哲）会員　神田会員　大木会員　萩原会員　深澤会員

竹内会員　横山会員　野瀬会員　

は中国の麺料理文化とは異なる日本独特の食文化

に進化を遂げています。日本で最初にラーメンを

食べたのは水戸黄門であるとする説があります。

この説に基づき復元したラーメンは新横浜ラーメ

ン博物館にあるそうです。ラーメンの歴史は明治

時代に神戸や横浜などの港町に中華街が誕生し、

そこで提供された南京そばに始まるとされていま

す。1910年には、横浜税関を退職した尾崎貫一が

南京町（現・横浜中華街）から中国人コックをス

カウトして、東京の浅草にラーメンをメインにし

た中華料理店「来々軒」を開店し1杯300円という

値段で販売し連日行列ができるほどの人気で1976

年に暖簾を下ろすまで続いたそうです。また、札

幌では1922年、現・北海道大学正門前に仙台市出

身の大久昌治・タツ夫婦が「竹屋食堂」を開店。

そこで働く中国山東省出身の料理人が作る本格的

な中華料理が評判となって店は繁盛したそうです

。当初、竹屋のメニューの中でラーメンは中国人

留学生には人気があったが、店のメイン料理では

ありませんでした。そこで日本人の口にも合うよ

うにと大久タツが店の料理人に相談し、それまで

の油の濃かったラーメンから麺・スープ・具を改

良、試行錯誤の末、1926年の夏に醤油味でチャー

シュー、メンマ、ネギをトッピングした現在のラ

ーメンの原形を作り出しました。ラーメンは麺と

スープの製法に各店独自の工夫を凝らすことで様

々な個性が生じ、独自の進化発達を遂げ特にスー

プは多くの場合、レシピについて門外不出の「秘

伝」とされ、暖簾分けという形での伝授や、法人

化した店舗ではスープなどは企業秘密のまま本社

の工場で生産して、末端店舗は本部から卸された

スープを本部に決められたレシピ通りに使用する

だけ、という形が取られる事も多いです。また、

ラーメンという呼称は1958年8月に日清食品から

チキンラーメンが発売され、「インスタントラー

メン」という言葉が誕生したことが一つの理由と

されております。

最後になりますが、ラーメンには決まりがなくい

ま現在その伝統や歴史そして流派まで、後世に伝

えようと様々な仕組みを作り新たな流通に挑戦し

投資家や大資本企業まで影響を及ぼしております

。それは流通過程の中で、お金では買えない地域

性がブランドとなり機械が作り出せない麺とスー

プがあります。はじめに申し上げましたが、日本

人には特有の考えやクセがあります。イギリスの

作家ウイリアム・シェイクスピアが言った「人は

学ぶものであって、学ばないのは動物である」と

。今後も日本の流通をじっくり勉強したいと思い

ます。以上を持ちまして卓話を終了させていただ

きます。長いお時間ご清聴誠にありがとうござい

ました。
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幹事報告

島村　健幹事

◆理事会にて臨時案件として第5グループガバナ

　ー補佐幹事に大塚会長を推薦し承認されました

　のでご報告させて頂きます。

◆次年度の副幹事は齋藤博重会員に決定いたしま

　した。

◆2月25日～28日に障害者作品展示即売会が行わ

　れます。

◆インターアクトの韓国3750地区の訪日団が1月8

　日～13日に来ます。

◆上尾商工会議所主催の新春賀詞交換会が1月7日

　に行われます。

◆1月16日の新春上尾能鑑賞会のチケット2枚ござ

　います。ご希望の方はご連絡ください。

◆12月6日にRIの祝賀会に吉川パスト会長、加藤

　パスト会長に出席する予定です。

◆12月11日に財団小学校オリエンテーションに細

　野直前会長が出席する予定です。

◆12月15日の会員増強大会に大塚会長、吉川増強

　委員長、宇多村会員、私の4人が出席の予定で

　す。

委員長報告

親睦活動委員会　深澤圭司副委員長

　12月24日にクリスマ

ス定例会を行います。

当日、盛り上がる内容

を企画しておりますの

で、大勢のご参加をお

待ちしております。よ

ろしくお願いします。

結婚・誕生祝い

ロータリー財団委員会　細野宏道委員長

　先週、大木会員より1000ドルの寄付を頂きまし

た。ありがとうございます。

今、円が83円に下がっており現在のロータリーレ

ートが82円になっております。

是非、11月中にご寄付のご協力をお願いしたいと

思っております。

結婚祝い　岡野晴光会員

　結婚して48年になり

ました。今年私は叙勲

を頂きました。やはり

女房が家庭を守ってく

れたおかげで、色々な

仕事ができ叙勲を頂け

たのだと思っております。。授与式には女房と二

人で行ってきました。皆様のおかげでここまでく

ることが出来ました。今後ともよろしくお願いし

ます。ありがとうございました。

結婚・誕生祝い　尾花正明会員

　結婚と誕生祝いを頂

きまして心から御礼を

申し上げます。私は昭

和26年11月10日に生ま

れました。いつの間に

か59歳になりました。

本日はゴルフで加藤さん、横山さん、井上さんと

一緒にラウンドされてもらい自分も歳だなと感じ

ました。これからも末永くお付き合いをお願いい

たしましてご挨拶とかえさせて頂きます。

結婚祝い　加藤佳孝会員

　昨日が結婚記念日で

した。そんな中昨日は

ぎりぎりケーキを買っ

て帰ったらモナミの素

晴しい花が届いており

ました。ありがとうご

ざいます。これからも大塚年度を盛り上げるため

に積極的に様々な活動に協力していきたいと思っ

ております。ありがとうございました。　

結婚・誕生祝い　名取勝副会長

　結婚と誕生祝いの両

方をいただきました。

今年で70歳になりまし

た。私の生まれた時代

は勝という名前が多い

そうです。やはり戦争
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に勝つという所からきていると思われます。これ

からも皆様と楽しくやっていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

結婚祝い　須田悦正会員

　11月23日の結婚記念

日にロータリーの皆様

からお花をいただきあ

りがとうございました。

23日に遅れながら七五

三をしてきました。大

宮氷川神社にいきましてその後、スタジオアリス

で撮影をしてきました。第３子が中々出来ないので

、早く出来ないかなと最近は思っております。あり

がとうございました。

誕生祝い　武重秀雄会員

　誕生祝いありがとう

ございます。私が生ま

れたのは1932年11月10

日で満州事変の次の年

です。上尾のロータリ

ーに入ったのは昭和50

年であっという間35年経ちました。私は足腰のた

つ元気なうちはなんとかロータリーに席を置いて

いたいと思っております。これからもよろしくお

願いいたします。

誕生祝い　細野宏道会員

　今年で56歳になりま

した。ロータリーは入

って10年になりました

。昨年会長をやらして

頂きましてロータリー

に入って何が良かった

のかなと振り返りますと自分の為だけでは無くて

誰かの役に立つ事を感じられる事ができました。

私にはモットーがあり今56歳なんですが、今が一

番いいと思っておりますからきっと来年もスピー

チで今が一番いいと言うと思います。最近何も考

えないで暮らしており最近はなんだか楽しいな思

っております。ありがとうございました。

結 婚 記 念 日
お め で と う

岡野　晴光会員　　尾花　正明会員

沼尻　克美会員　　名取　勝会員

加藤　佳孝会員　　須田　悦正会員

お 誕 生 日
お め で と う

武重　秀雄会員　　尾花　正明会員

細野　宏道会員　　名取　勝会員

吉野　丈朗会員

卓話

新会員　金澤勲会員

　流通とは、生産者か

ら商品を消費者へ販売

するための物・貨幣・

情報の流れです。現在

、生産者から消費者ま

での販売網はもうすで

に出来上がっております。しかし小売業者の販売

網が製造販売する形も出来てきて大企業も参画し

ております。さて、話は変わりますが私はラーメ

ン食べ歩きをして色々と勉強してまいりました。

ラーメンは中国の料理を起源として、日本の中華

料理で発展してきました。現在の日本のラーメン


