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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修
＜ソング＞ 我等の生業
＜ゲスト＞
高山市教育委員会 文化財課
課長 西永 勝己 様
＜ビジター＞
高山西ＲＣ 谷井 伸之 様

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
826 回

49 名

45 名

36 名

－

80.00%

前々回
824 回

49 名

45 名

39 名

1名

88.89%

メリカにいます」
「何をなさっているんですか？」
「野球選
手をやっています」
「じゃあ、お名前を教えてください」
「鈴木といいます」一見普通何処にでもいそうな女性は、
あのマリナーズのイチロー選手のお母さんだったわけで
す。「イチロー選手がよくテレビなどで『世界一おふくろ
のカレーが好きだ』と言っているカレーがこれです。食べ
てみたい人いますか？」と言うと「はい」「はい」「はい」
とすごい勢いで手が挙がる。さっきまで誰も関心を示さな

＜会長の時間＞

会長

橋本

修

かったカレーなのに、イチロー選手のお母さんが作ったと
いうだけで、こんなにも「食べたい！」という気持ちが生

『不景気だからアイデアが湧いてくる』
（発想の転換）
〔小

まれるのですから。それはつまり、このカレーの物語に共

山薫堂〕

感したり感情移入したりしたからです。この日のオープン

東北芸術工科大学で「企画構想学科」という新しい学科

キャンパスには、地元の新聞や TV も取材に来て「イチロ

の準備をしています。長年「企画」を考えることを仕事に

ー選手のいつも食べているカレーが大学の授業に使われ

してきた関係で、学科の責任者になることになりました。

た」とニュースになりました。カレーを教材にしようと思

オープンキャンパスでは、企画構想学科のワークショップ

いついた背景には、今までの大学とは全く違う発想の授業

を開催しました。そのときのテーマは「ブランドってなん

をやりたいという思いがありました。
「何でもないカレー

だろう」と考えることでした。ブランドというのは考えて

なのに、イチロー選手が好きと言っただけで、それが輝き

みれば不思議です。米沢牛と聞いたらおいしそうに感じる

始める。これもブランドだよね」ということを思いついた

し、ヴィトンと言われたら品質も良さそうに思える。騒ぎ

のです。カレーは日本人の国民食といわれるくらい、みん

になったウナギや牛肉の産地偽装も食べ残し再利用の船

な身近に感じているものです。でも、ストーリーによって

場吉兆の問題も、ブランドを偽ることから来ている事件ば

はカレーもブランドに成り得る。

かりです。若い人たちと一緒に「じゃあ、ブランドってな
んだろうね」ということを考える事にしました。授業のは

＜幹事報告＞

幹事

岩垣津

亘

じめに「ペリエ」と「エビアン」と「六甲のおいしい水」
の違いなどについてひとしきり語りました。続いて次の教
材はこれですといって、２０人分のカレーの入った大鍋が
運ばれてきた。
「これはハウスのカレールーを使った普通
のカレーです。じゃがいもと合いびき肉とにんじんが入っ
ています。
『これ、今食べたい人いる？』と聞いても特別
な興味を示さない。それではこのカレーを作った方を紹介
します。」そこで一人の女性が登場します。その人に僕が
いろいろ質問していく。
「いつも、このカレーを作ってい
るんですよね」
「はい、これはもうずっと作り続けていま

◎ＲＩ本部より
・ロータリー財団 2008～2009 年度年次報告
◎国際ロータリー第 2630 地区 岩本ガバナーより
・2011～2012 年度ロータリー財団国際親善奨学生・世
界平和フェロー募集のお知らせ
派遣年数
2011 年 7 月より
派遣人数
国際親善奨学生 5 名程度
世界平和フェロー 1 名
派遣国
日本以外のロータリークラブの存在す
る国
締め切り
4 月 30 日（地区事務所）

す」「このカレーはご家族のどなたが好きなんですか？」
「次男はもうこればっかりで、これを作ると一番喜ぶんで
すよ」
「今ご次男はどちらにいらっしゃるんですか？」
「ア

◎ロータリーの友委員会より
・ロータリー手帳お買上げのお願い

第 826 回 H22･2・8
1 冊＝630 円
＜株クマヒラより＞
・抜粋のつづり受贈

解していただき、多くの方に訪れ、滞在していただける地
域づくりを進めてゆきたいと考えています。

※ハイチ地震災害義援金（節分例会でのオークションの収
益金全額）45,000 円 送金しました。
ご協力ありがとうございました。

＜本日のプログラム＞
プログラム委員会

坂之上

委員長

「歴史を街づくりのキーワードに」
高山市教育委員会 文化財課
課長 西永 勝己

様

文化財は過去の遺産ではありません。私たちが「継承す
べき価値」を理解し、伝えていくことで、次の世代に残っ

＜2 月のお祝い＞

ていくものです。平成２０年に国土交通省、文化庁、農林
水産省の共管で制定した「歴史まちづくり法」では、歴史

✿夫人誕生日✿

的な建造物やそこで行われている伝統的な人々の活動を

中田

一男

さち子

2月9日

「歴史的風致」という概念で一体的に評価し維持向上して

伊藤

正隆

順子

2 月 18 日

ゆくことを目指しています。例えば、三町の町並みが歴史

坂之上

孝子

2 月 24 日

健一

的建造物だけでなく、高山祭や日常の伝統的風習など人の
活動が合わさって魅力ある町並みを形成していることを

✿結婚記念日✿

思い浮かべてください。高山市は平成２１年１月に、この

谷口

欣也

Ｈ1 年 2 月 18 日

法律の全国初の認定を受け、交流拠点施設「旧矢嶋邸等整

伊藤

正隆

Ｓ56 年 2 月 25 日

備」や東山寺院群での「遊歩道整備」
、下二之町大新町の
「無電柱化」等の事業や景観計画等規制施策に取り組んで
います。城下町高山等を歴史という観点で魅力ある空間に
してゆくことで、市民の皆さんや観光客に高山の魅力を理

＜ニコニコＢＯＸ＞
今年

初めてお世話になります。よろしくお願いします。
高山西ＲＣ

高山西ＲＣの谷井伸之様と、本日の講師
会文化財課

課長

谷井伸之

様

高山市教育委員

西永勝己様のご来訪を歓迎申し上

げます。

理事役員一同

思いもせぬ大雪に久しぶりの肉体労働をしました。健康に
感謝してニコニコへ。

足立

常孝

昨日の日曜日は久々に何も無く、ゆっくり過す予定でした
が、土曜日からの大雪またじで大変な一日になりました。
が、夜は山本さんの関係者のお祝いでたいそう盛り上がり
楽しかったのでニコニコへ。

西永様

伊藤

本日はご無理を言って講話をお願いしました。メ

正隆

ンバー一同楽しみにお話を聞かせて頂きます。よろしくお
願いします。

坂之上

健一

先日の節分例会で失言がありましたのでニコニコへ。酔っ
払った勢いで某○○医院は今話題の使い回しをしている

高山西ＲＣの谷井伸之様ご来訪を歓迎申し上げます。本日

様な冗談を言ってしまいましたが、絶対にあり得ない事で

の講師西永勝己課長様には、下二之町街並み保存で色々と

すし、特に高山では、そう言う事は断じてありませんので、

お世話になっています。

何卒よろしくお願いします。

松之木映一

高木

純

洲さきさんの節分会年番の体役も無事終わり、ありがたく

先週の節分例会では、お見苦しい所をお見せ致しすいませ

思っております。一度努めると癖になると言われましたが、

んでした。また、当日の衣装などの設営では松之木さん世

○○○と違い癖になりませんでした。島さんには、色々と

話になりました。

お心遣いありがとうございました。

劔田

三枝

祥一

広喜
出席委員長からお願いです。来週 15 日は１００％出席例
会です。よろしくお願い致します。

道下

利一

