
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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大野 治夫 会長挨拶  

５月１１日（木） 例会報告 
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今日はカレーについてです。 

一晩寝かせたカレーはおいしいとよく言

われますが、おいしいかどうかは個人の

好みになります。作った日と翌日で風

味が変わることは確かなようで、ハウス

食品によると、「時間を置くとで味や香

りに変化が起きて、おいしく味わえるよう

になります」という事で、カレーそのもの

のうまみが増すわけではないそうです。 

その一つはスパイスの香りで、香り成

分は時間がたつにつれて発揮します。

カレーに感じられる香りは出来立てより

もマイルドに感じられて、人によってはおいしくなるそうです。二つ目は具材とカレーの一体化が

進み、カレーを煮込む際、肉や野菜から出たうまみ成分のアミノ酸がカレーと混じり合い、一晩

置くと今度はカレーのうまみが具材に浸透し、具材からもカレーのうまみが感じられるようになる

からだそうです。出来立てと2日目のカレーの成分を調べると2日目はカレーの中の成分が1割

減り、ジャガイモの中成分が1割ほど増え、煮崩れたジャガイモからデンプン質が溶け出しカ

レーのとろみが増すそうです。 

調査で2日目のカレーは出来立てに比べて口に入れてすぐの香りや味は強くないが、長続きす

ることが分かった。そうすることで、味の広がりを感じ2日目のカレーが上手く感じられるのではな

いかとみるそうです。 

本日はカレーです。美味しいカレーを堪能していってください。 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 

ひろくん募金の件 

   ご協力ありがとうございました。 

5月27日28日 

地区大会大懇親会の会場訂正の件 

屋外テントからアネックスに訂正します。 

 招待卓話  筑波大学学長  永田恭介様  

初心を書いた教的な考え方について 

地球上に起こる様々な問題を認識しよう

という事について語ります 

地球における課題は大きく分けて２つ、

まずは政治の話題で国際的な政治が2つあ

りました。ひとつは英国EC離脱、これは

国民投票によって判断されたこと。 

もうひとつは極めて内向きな米国大統領

が誕生したこと。この2つの事に共通した

事象を私たちは知っておかなければいけ

ないと思います。 

この2件の事象で共通している大切なこと

は、世の中はグローバル化が進んでいる

ことです。これはそれぞれが各メディア

でも大きく取り上げれられている事はご

存じでしょうが、その大旗を振っていた

のは欧米でした。ですが、このグローバル化から降壇するという事例があったこととなります。それが

「EUからの離脱」「アメリカファーストの大統領の誕生」。この事象に合わせて日本も内向きになった方

がいいのか？それが今のトレンドなのか？というと、日本は資源のない国なので内向きになってやってい

ける国ではありません。欧米の代わりとして新しい旗手として、日本はオープン化した世界の先端を行く

べきであろうと考えます。もちろんアメリカ大統領は「アメリカファースト」といいますが、それは当た

り前の事で、各国でも「自国ファースト」であるのでそれを旗印にするのは特殊な思い入れを入れている

という事になります。グローバル化が閉じていく中で我々日本は顕示をすべきであるということが基本的

な考え方です。 
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招待卓話  筑波大学学長  永田恭介様  

そしてこれら2つの重要な事象は

どちらも国民投票によって選ば

れたという事。これらの選挙は

本当に民意を反映したものなの

かどうかという事で、ここでの

民意とは「この国をどうする

か」となるが、今回の選挙では

この民意がどれだけ反映してい

るのかという事が非常に重要な

観点であります。 

一番わかりやすい例は、アテネ

はそれで滅びました。アテネは

すべての政治決着は直接選挙

で、法律でもなんでも直接選挙

が行われ、国民全員が投票しな

いと規律できないといったこと

から一気に崩壊していった有名

な都市国家です。 

日本は間接民主主義で、総理は2段階選挙で選ばれる間接選挙であるということは一つのやり方です。民主

主義を守っていくにはちゃんとしたルールをある程度作っておく必要であること、その場でルールを作っ

てもいけないという事、国民投票に付するものはなんなのかという事を、国民投票を行う前に重々検討し

ておくべきで、そのためのプロセスは必ず開かれた中で議論されるべきであるこれが重要なことです。民

主主義をやることのルールをちゃんと作っておく。その段階が非常に大切という事になります。「EU離

脱」と「米国大統領」の事例で考えられることは、反グローバル化と、民主主義の難しさという事がくみ

取ることができることになります。 

もうひとつの課題は、日本の観点からお話をすると、地球上でさまざまな問題が発生しています。それは

どこから何に起因しているのか、物事は一元門ではいかないにしても、基本的の物事の発端を探る事が重

要です。現在の日本は貧困であるとか格差社会であるとかあるいは、世界の流行的な病気とかエネルギー

の枯渇など、これらはなにに起因しているのか、その答えはグラフがあると仮定して考えると、例えば日

本の寿命は世界で一番長いという結果がありますが、80歳を超える寿命余命はいつ確立されたかという

と、1800年代のなかごろは平均47、8歳であったと言われています。原始時代は15歳くらいといわれていま

す。ではいつ頃から寿命が延びてきたかというと、石油消費量のグラフと寿命のグラフを重ねると同じ形

になります。人口も同じになります。これらは何を意味しているのかというと、人口が増加していくとこ

ろ、それを加速していくところには産業革命起きていました。これがすべての元凶であると分析していま

す。そこから公害を生み、さらに移動技術の発達により、一か所で収まっていた感染症が瞬く間に萬栄し

てしまう。ありとあらゆることを考えたときに、産業革命が発端であろうと考えます。言葉を変えると便

宜さを追求すると、実は帰結であるという事になります。このような認識を持てるかと考えると今後の社

会においては極めて重要な事であると考えます。その解決に向けて日本は最先進国である事です。それは

何かというとエネルギーの消費です。エネルギー消費は先ほどのグラフと同じ形になります。しかし日本

の最後の50年間だけをみると、日本は過去10年間ほとんどエネルギーの消費が上昇していませんが、GDP

は上がっています。これは何を意味するかというと、科学技術がエネルギー消費の上昇に待ったをかけた

ことになります。「電化製品を新しいものに変えてください」、「照明はLEDに変えてください」というこ

とを日本はすごく進んでいて、科学技術がそれを代替しているとして、極めてゆるい上昇に変わりまし

た。このような事象を確認するだけでも、日本は先進国になれるという可能性が含まれています。そこに

は人の心の部分は含まれていませんが、技術革新の需要が、人口増加で上昇するエネルギー消費の増加に

ついて科学技術で止めているという事象は、日本は大成功しています。みなさんはあまり実感はしていな

いと思いますが、グラフを書いてみると、お話ししたことが分かってきました。 
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スナップショット  
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本日のお客様  

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

81 58 23 2 2 2 75.94% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

 
スナップショット  

筑波大学 学長  永田恭介 様  筑波大学 浦田里子 様  
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 ３クラブ合同例会  スナップショット  

大里喜彦  
嬉し、淋し、娘嫁いでしまいました。ＧＷに娘が家を出ました。

近くにいて会社にも来ますが、心に空いた穴はでかいですね。  

大野治夫    
永田学長、本日はお忙しいところ、卓話をありがとうございまし

た。   

木沢藤房 

痛めていた腰が不安の野球練習でしたが、筋肉痛は残っているも

のの、腰の痛みがなぜか消えてしまいました。甲子園頑張りま

す。   

木村英博          
甲子園の練習を２日前にやった影響で体中イタイです。特におし

りと足がイタイです。運動不足ですね！日々反省です。   

下村正   

長い休みと、14時間のフライトを経験しました。歴史的建築物や

遺産の見学、文化の違いを感じ、改めて世界は広いと思いまし

た。 追記、スーパーカー、ランボルギーニに乗り損ないました。  

古本朝彦    
久しぶりのニコニコとなってしまい申し訳ありません。ノルマ目

指して頑張ります。  

高田稔美 
今年は甲子園の野球に参加できず、申し訳ありません！ 勝利を

お祈りしております。  

増山栄 

 永田先生、本日は大変お忙しい中、例会にご出席頂きありがと

うございました。 

私事ですが、私の嫁が４月より筑波大の准教授に承認しました。

これからもよろしくお願いします。 

また、当社の設計管理をしました、土浦市立都和小学校が、先

日、茨城県文化賞にて最優秀の知事賞をいただきました。４月、

５月はお祝い続きでした。ありがとうございました。 

 ニコニコBOX 

本日の合計 46,000円 

本年度累計 1,188,000円 
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〒305-0047  

茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援

センターＡ２８ 

電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

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 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  5月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

  

04月13日（木） 例会  休会 ３クラブ合同例会への移動のため 

04月20日（木） 例会  第2回職場訪問「つくば国際ペット専門学校・つくばわんわんランド」、「つくばウェルネスパーク」見学 

     例会 家庭集会・卓話 モンゴル児童館館長「ガンバートルさん懇親会 

04月27日（木） 例会  元Ｊリーガー（松本山雅ＦＣ）「阿部吉朗氏」  

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

