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ロータリーを
　 祝おう

＜ソング＞ 君が代・奉仕の理想

＜ソングリーダー＞ 

梅(菊川町にて）

岩﨑 四郎君

 
• ロータリー米山記念奨学会より表彰品・感謝状が

届いております。 

柳原会長、栗原君、小宮君 

• 山岡地区幹事より両クラブ会長あてに１００周

年記念例会の礼状のＦＡＸが届いております。 

 
●財団法人ロータリー米山記念奨学会より「米山

功労クラブ第１２回目の感謝状」をいただきまし

た。 

 

 

 
 

＜米山功労者＞  
小宮 弘一郎君  第１回マルチプル 
栗原 毅君        第２回マルチプル 

 

 

 
 本日は、柳原会長

の代理としてご挨拶

させていただきます。 

２月１７日に、中

部国際空港が開港し

た。成田、関西空港

に次ぐ 3番目の国際空港で、愛知県知多半島常滑

沖に造られた滑走路３５００ｍの２４時間空港だ。

総事業費は、当初計画より約１３００億円少ない 

６４００億円で、同規模の関西空港に比べて半分

以下に収めている。これも偏に民間のきめ細かい

所があるからだと思います。トヨタ、中部電力な

どの地元経済界を中心に民間が５割を出資した国

内初の本格的な民営の空港で、国が４割、愛知県

など地元自治体が１割の出資となっている。 

国際線は週３００便で、成田の１／６、関空の

半分と少ないが、国内線は週７００便と圧倒的に

多く、充実している。北海道や東北、九州などの

海外旅行客の乗り継ぎ需要を見込んで、乗り継ぎ

利便性を追求し、それを売りにしている。また深

夜や早朝に貨物便が発着できる２４時間運用の貨

物空港の顔も併せ持つ。名古屋駅から名鉄特急で

２８分とアクセスも良い。又、屋上に展望風呂も

あり大変な人気があるようです。そしてパーティ

ー場・結婚式場もあり、これも若い人達に人気が

あるようです。しかし、羽田空港が４年後に４本

目の滑走路が国際線として完成し、国際空港化を

する。航空会杜は羽田の国際線投資に力を入れ、

関西空港や中部国際線空港から国際線、国内線を

移す可能性がある、として楽観はできないと云わ

れている。 

静岡空港は当初より２年遅れて２００９年春に

開港の予定だが、国際空港化する羽田と中部国際

空港に挟まれて、需要予測はどうなるのか、競争

カはあるのか、と心配する声が少なからずある。 

■ 幹 事 報 告         宮川 邦光君
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■ 出 席 報 告         松葉 隆夫君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

29／41 70.73％ 32／41 78.05％ 

(１)欠席者（事前連絡とメーキャップをどうぞ） 
〇岩田君 〇村松徳君 〇望月俊君 〇柳原君 
浅川君 飯塚君 板倉君 鈴木瞬君 仲田晃君 
水野君 村松英君 望月志君 
(２)メーキャップ者 
村松 宏一君（藤枝南)    岩田 規君（藤枝南） 
宮崎 啓之進君（藤枝南） 松葉 隆夫君（藤枝南） 
望月 俊昭君（藤枝南）   青島 克郎君（藤枝南） 
仲田 廣志君（国際奉仕委員会会議  ２／２７）  
村松 英昭君（国際奉仕委員会会議 ２／２７） 

■ ビ ジ タ ー                         
石川 清君（藤枝南）     

■ ス マ イ ル ＢＯＸ    松葉 隆夫君 

• 誕生祝いありがとうございます。今月３１日で 
６１才。蓮華寺でウォーキングし、健康管理に努

めています。今後もよろしくお願いします。 
岩﨑 四郎君 

• 会員誕生、ありがとうございました。また一つ大

人に近づきました。 
夫人誕生ありがとうございました。妻から毎年

｢私の誕生日を祝ってくれるのはロータリーだけ

ね｣とほめられます。           池ノ谷 敏正君 
• 会員誕生、ついに還暦になりました。人ごとだと

思っていたのに・・・ 
夫人誕生、何か最近一段と元気になってきました。

そのうちゴルフも負けてしまうかもしれません。 
青島 克郎君 

• 夫人誕生・結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。                       渡辺 篤司君 
• 夫人誕生、ありがとうございました。 

石垣 善康君 
• 家内への誕生祝いを感謝します。 
結婚５０年金婚式を迎えました。揃って健康で居

られる事を幸せに思っています。 江﨑 友次郎君 

• 夫人誕生・結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。 
皆出席の記念品をありがとうございます。 

栗原 毅君 
• 結婚４１周年記念品をありがとう。 

小西 啓一君 
• 結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

松葉 隆夫君 

スマイル累計額  ５６８，３００円 

■ 会 員 卓 話          望月 晃君         

フランス ９

アイルランド ２

イタリア、カナダ、 
アメリカ、日本 １

計 １６８例

『ＢＳＥ（牛海綿状脳症）について』  
先日、ＢＳＥ（牛海

綿状脳症）にかかっ

た牛の脳などを食べ

ると感染すると考え

られる「変異型クロ

イツフェルト  ヤコ
ブ病」患者が日本国内で初めて確認されました。

感染すると脳内で病原体が増え、脳障害や運動機

能障害をおこし死に至る難病です。４０代で感染

した男性はすでに死亡しているが、ＢＳＥが流行

している時期、英国に１ヶ月滞在していた。ＢＳ

Ｅ感染牛の脳、脊髄、回腸遠位部を食用により感

染、英国では１００万頭近い牛が食卓に出回った

と推定されるが人が発症したのは約１５０人で低

い感染です。 
日本の肉は現在、危険部位の除去をし、世界一

の安全な肉とされている。米国は全頭検査を条件

としないよう日本に迫っています。生後２０ヶ月

以下の若い牛を全頭検査から除外するなど見直し

を検討している。 
変異型ヤコブ病の患者数（人） 

英国 １５３



もも ステッキ（トックリ、イワカミ） 

うちもも うちひら 

そともも そとひら 

しんたま まる 

らんいち らむいち 

ともばら ともばら（タレバラ） 

ヒレ ヘレ（ヒレ）  

サーロイン サーロイン  ともロース 

リブロース リブロース  (２分割しないもの）

まえ かた（マエ） 

かたばら まえばら（ブリスケ） 

うで うで 

かたロース くらした（クラシタロース、ハネシタ）

ネック ねじ（ネッキ） 

まえずね まえちまき（スープ） 

ともずね ともちまき（スープ） 

はばき だきちまき 

ケンネン ケンネアブラ（スイツアブラ）
けしょうあぶら 天下市（チスジ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当／池ノ谷） 
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部位名称の対比    （ ）は別称 

関 東 関 西 


