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◆ 会 務 報 告   会 長 能 舜三

本国理事会を開催いたしましたので、ど報告を

いたします。

1)会員候補者の推閣、承認について

次の%の 会員候補者の推随がありましたの

で理事会では承認いたしました。

伊藤 英 也  (株 )ブックセンター代表取締役

「犠業分類」 脅 籍販売

「推略者」  赤 尾会員

杉山 英 己  多 暮公証役場

◆ 幹 事 報 告 幹事 北 村 幸彦

1)例会臨時変更のお知らせ

東京多摩ロータブークラノ

平成5年12月21日 (火) 忘 年クリスマス閉会

時間 年 後 6:00～

場所 御 殴山 日本閉

12月28日 (火) 定 款による休会

平成像年 1月 4日(火) 「 定例会」

東京狛江多期 ,― タリークラブ

平成5年12月 15日(水) 年 忘れ家族会

時間 午 後 6:lXh

場所 調 行クレストンホテル

12月29日 (水) 定 款による休会

平成争字 1月 5日(水) 定 款による休会

2)年末ご支援のお願い

「東京多磨いのちの電話J

電話相談活
‐
FIを行っているポランティアの首

さんを支えるための資金援助を行つて,'ま す

のでど協力をお願いしたい。

ソング,一 ダー  吉 沢 洋景

会長 横 倉 舜三

僚 京多摩RC)

(卓話講師)

(三菱化成生命科学研究所)

朝倉 泰陰線    (

杉山 英口機

″
           )

(多摩公証役j8)

19Y19卸宣宮?つデE博 出`会いを大切にしよう……例会で、みんなが、行つている″

「職業分類J  公 証人

「推南者」   日 中会員、小双全員

2)昨 日は高村 弘 会員の母堂葬式には多数の会員

が会葬いただきましてありがとうどぎいまし

た。

第152回 例 会報告(12/8)

司会者SAA    須 藤 起桂

◇点鐘           会 長 横 倉 舜三

◇ロータツーツング 「残等の生案」

◇お客様紹介

イリ‖―夫鵜

養日 志=機
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委 員 会 報 告

◆ 出席委員会 委員長 遠 藤 二郎

R 3数 出 席 M U 欠席 出席率

本 日
報 告

う
々

ｔ
， 46 4 2 9615%

前 回
訂 正

う
々

ヽ
リ 45 4 3 9423%

メークアップ

伊神 稔 (127大 井)

中山 恒武 (177多 磨)

関岡 俊二 (12/2山の手)

横含 恒雄 (12/7多態)

欠席層出者

刀ヽ島 周二HE、小坂 一部

欠席者 なし

◆親 陸委員会
★★十十★★★☆★★★

ニコニコ BOX
★★★★★★★★★★十

委員 村 上 久

穂

蔵

茂間

本

国

自

若々しい新卒学生を採用できて

もうすぐクリスマス

以上 合 計  26,000円

Jり‖―夫様 お世話になります。

橋口 洋 三 12/2スクランチ会でベスグロ、準優

勝になったので

村上  久 今年もわすかにな りました。

遠藤 二 郎 久しぶ りにニヨニヨ

日中  費 いそ″tしくて

萩生回茂夫 咋 日誕生 日カー ドを頂戴敦 しまし

た。大変岩 くな りましたので有難 う

御座 いました。テナ ミユ58才 で一

す 。

吉尾菩太郎 今朝5時起床、浅革吉原にいって参 ,

ました。

小林 和 夫 先 日ノゴルフヨンペデスバ ラシイ

ショーヒンフイタダイタノデ

赤尾 本 雄 例年のことながら、私にとって忙 し

い季rrlになりましたが、寒さに負け

す頑張ります。

藤本 言 文 菱田様、朝倉様、ようこそ、議話楽

しみです。

松原  健 日中経済安術交流センター(JETEC)
の会員として、登録=れ ました。ガ

(ヨ「17ど:な母呂頭
17,000円

◆ロータ リー情報委員会

委員長 赤 尾 恭姓

「P― タリー立知識J

l)例会の取い。

2)報道機関、宗教および外変官には会員数に制

限を設けない。

「国際大会について報告」

現在 2るの枠が空いているので、ぜひ次年度

の役員候納の方に出てほしい。

◆国際奉仕委員会

委員長 大 松 誠二

モンゴルからの看護婦さん宅 が明日到着 しま

す。1か月の滞在期間中に例会、 クリスマス ・

パーティーにも出席していただきます。皆様,1続

き御協力をお願いします。

●ク リスマス懇親会について

観睦委員長 吉 尾 警太郎

登録柿切 りは本 日まで。皆様は全員登録です

が、ど家族の御名前を事務局まで。今年はモンゴ

/1のチャブティク`ザーを大いた霊 り上げたい。品

物の報入は15月 に、生の物は当日。

◆視覚障害者の ゴルフ練習にご協力を

吉尾 警太郎

多摩の視覚障害者の会より、3～4名のゴルフの

練習に手をかしてほしいEl要静がありま生国会員

の協力を得て、本 日第1回の練習があ ります。

Aク ラスの方2～3人御指導の協力を。

伯

村

佐

北

ンパ リマス。

和康 よろしく

争彦 2名 の新入会員候れが理事会で承認=

れました。更に増強に御協力を



前回永田広報委員長よりど報告の英文 「ロータリーの友J ll月号に記載された 「エンビツ

とノートによせる期待J(田中会員寄稿)の全文です。ど一読下さい。

HOpes in Pencils and Notebooks
Milloru Tanaka(TOkyo Tama Green)

thc Japallcsc lallguage and that Mongo―

han cll1ldrcn are hard at work studyhg

Japanesc ia school

Wc told lllm,HThe chlldle■of Tama

havc played a Brcat part in thas effort,

and would bc ovcrJoycd r it prOvidcs an

OPpOtuBIty for them to exchange plc―

turcs alld compOsi↓loぃ with the cll11‐

drell of Mong。 1la!【  Thc ambasszldor

was movcd by tlus and promsed, "I'11

send word to Mong01,a in hopes that

CVCrytlllllg w』l bc accoコnPllShed by the

beginおng of thc ao″  tcllll in ScptcnI

berr'

It is our llope tha↓thcse events will

lead  to  atl  cxchalleC  Of  fhCndslup

between thc clllldrcn of rapan and Mo■

301ia Heaing Equipment sales "Tra"slα″″

ル 711 rrF yα″″2,799J rss″で す ィル チ竹α″征

V`/flσ″ゲr/2Rσ惣甲_NO_駒ヵメ

Wc had heard that MongoliaII chl‐

dttll don't have enough sch001 su庁

Ptcs, and can't gct thcr scl1601 wOrk
dOnC ProPerly bccatLSC Of that lack, sc

somcone Came up with thc idca oF

donating those suppllcs

Thc international scrvice conlmttcc

pЮpOscd Bctting tllc cntirc menlbclshIP
t030 along in assisting with tlus plan

arld llaving Somptillllst IIItcmational of

Tama,with whlch our club has a coopcr

ativc rclationship, participate Wc also

dccided lo have membcls makc dona‐

tions and to havc thc Tを ″α Ne″  Tあw″

研z12∫  pЮ mote  thc  campaigll  alld

叫 uCSt all Tama citizcns to hclp us out

in our e付ott We sct uP collcctioll pOints

in all patts of thc clty,wluch wcrc del‐

ugcd with cash, ■ otebooks, Pcllcils and

othcr itcrns

ln May, represcntativcs of Tama

Crecn Rotatt Club,SoЮptimist lntcr
natioml of Tana and the 防 ″α Ⅳ2″

宮ひ〃″Tl″をs tOod a list oF tllc good_wiu

donations to the MongoliaII Embassy

and Presented il to thc aFlbaSSado5

M■Daranりn Yondoll

Our discllsSiOns wich thc ainbassador

wcrc  conducted  through  Mェ Pantiin

Ca面 uyag,the commercial attzlchじ He

told us that Mon301ia is suffcnng short_

agcs in almost evc,kllld Of matcttal,is

unablc to lmPort any  goods  arld is

appcaling for aid of cvcrv typc Hc als0

told us that the Mongoliall pcoplc arc

cxtrcncly  enthusiastic  about  lcarntig



先通幹事報告致 しました、副日景子さんからの手紙です。皆様から 彼ヽ女に手紙を出して

頂けれrF幸いです。 北村 幸彦

拝啓

シンガポールは朝夕いくらか凌ぎやすい日々が

続いてお ります。その後どぶきたいたしました

が、いかがと過どしでしょうか、お伺い申し上げ

ます。

さて、来新いたしまして、はや5ケ月が過ぎよ

うとしております。ど連絡がかな,遅 くなりまし

て大変申し訳どざいません。父からも叱られてし

まいました。

学部長からの課題誇文も無事に提出致しまして

(5か月間もの間かなりの室の文献を前に、図書館

にこもりっきりの生活が続いてお りました。やっ

と3週「1前に終了したところです。)、来週から新

学期が始まり、3週間後には大学銃の本格的授業

に入る予定です。国際 ,― タツーの方にも最終資

料を提出出来ることと思っております。

ロータリークラブに於ける活動は積極的に参加

してお りまして、7月 にホス トクラブでの紹介、

8月にttスピーチい 話)、10月 になマレーシアの

ジョホールパルにおいてのヨンフレンス(会議)に

他国の奨学生達 と参加してまいりました。他国の

奨学生達ともかなり親しくして,り 、またシンガ

ポール代表生とも色本活動をしてお ります。シン

ガボールの代表生の中には、たまたま吉JICAの

プ。グラムで一開だった人にも会い、人と人との

つながうにはつくづ く驚いてしまいます。他国の

装学生は主にアメリカからです。(計4名)

今までの授業科目を紹介致しますと、1)多民族

国家における政治 2)マレーシア史に於ける事件

および問題 3)民族関係議 4)シンガボールのマ

レーシア社会 5)マレー語となって,り ます。こ

ちらの大学のカフキュラムな日本 とは大分異な

り、各授業は2回に分かれてお り、1回は大教室で

の議装1時間、もう1回 ltゼミ形式で討諸形式に

成って,り ます。またこちらの大学は3年間で4年

生にな トップの10%し か進うないようになってい

ます。2)はその年 生の授業で今回特別に参加さ

せてもらったのですが、これからのユブー トの中

のエリー トとあつてやはり勉強量が違います。良

い刺激になりました。

に しいとは言え、毎週末は友人宅(マレー家族)

にホームスティしにいって,り 、マレー文化を生

で体験 しております。

なになともあれ、充分こちらの生活にとけ込ん

でおりますので、ど心配なさらないて下さい。会

べ物は美味じすぎて困っております。激学料理に

私のデリケー トな書も慣れてしまいました。

勉学の方はかなり大変ですが、充実したR々 を

過どそうと涙まって,り ますので、今後 とヽど指

導の程よろしく,願 い申し上げます。

多盛グリーンロータリークラブの皆様にくれぐ

れも立しくお伝え下さい。

なや、こちらにいらっしゃる際にtI、ゼひど連

絡下さい。

ますなど報告まで。

改具

19931118

(新住所) Dと て rar PAslr7F76ST rr
拘2,76S17VCAPOF7E ra5,
アEL 1651 539 5276

副口 景 子

すから 毬

卿
rS H〔LPINO

、7r=
ギごとの孝柄



話  02れ )

新井 美代子様

「お素と言えば紅索]

紅茶はお末の奏をし"

れさせ、採んで発酵、

乾採させたものです。

できた末奏の色は縛色、

または赤みのかかった

黒っぼい色で、熱湯に

いれると、赤登色を呈します。芳香があり、味ほ

心地よい渋み、こく、岩子の甘み苫みをもってい

ます。

美味しい紅末とされるのは、香 りが芳醇で、後

味のよい吉みをもちこくがあり、揮 くような透明

な紅、またはオレンジ色をしているものです。日

本では、お茶と言えば緑末をさしますが、世界で

は力茶といえば紅末のことになります。それは全

世界で生産されるお茶(年間約260方 トン)のうち

80%が 紅末になっていることでもわかります。

[お茶の本]

紅末も緑茶もウーロン茶ヽお末と名のつくもの

はすべて同じ"末 の木から作ることができるので

す。

お茶の本は中国雲南省が原産 と言われるツパキ

科ツパキ属の来年生常緑村です。学名はカメリア

シネンシスといい、通常から熱帯地方に分布し、

可憐な小さい白い花をつけます。

■末の本には大'Uすると、アッサム種 と中国種

があり、紅末に適しているのはアッサム種で、中

国種は緑茶向きとされています。そこで"茶 の木

から製法の違いで、緑茶やウー,/茶 、紅末がで

きるのです。茶の芽や奏の液汁に合まれている酸

化酵素の働きを活用するのですが、完全に発酵さ

せたのが紅奏。発酵させすに茶すことによって、

この酸化酵素の働者を止めてしまって作ったのが

緑茶(日本末)。そして発酵を途中で止めたものが

ツーロン茶です。

17世紀半ばのことで、166舛 ポル トメル=家

のキャサリンがイギリスのチャールズ2世のヽと

に嫁ぐ際に持参したのです。

当時お末はとても高価なものでしたので、イギ

リスでは20悌 という長い年月をかけて、王侯、

まな階級、そして上流階級、さらに中産階級へと

広まっていきました。そして19世紀のヴィクトツ

ア女Iの 時代には、一般庶民階級の間にも広ま

り、英国の生活文化として定着致しました。

英国民のティーという意味を込めて 「ウィクト

リアン、テイーJと も呼ばれています。 「ヴィク

トリアン、ティー」には3つの基本的な考え方が

あります。

_Onティ_は 正しく入れなけれlfならない。

◎ティーの全べ物は豪華であるべきである。

◎ティーのテーブルtン ティングtI優雅にセン

スよくすること。

この精神に基づき、上流階級から貧しかった一

般の人々までが、それぞれの生活の中で、できる

限 りの優雅さを保つ努力をしながら紅末を楽 しむ

ようになったのです。

英国では一杯の紅茶のことを 「ア、ナイス、

カップ、ォブ、ティー」と言いまして、日常生活

の中でなくてlIならないものになっています。

英国人のティータイム

◎アーブーティー
(ベツドテイー

)

朝の日覚めの一杯です。19世紀の中産階級

以上の人々は召使に支室まで運ばせて、親食

も兼ねていました。現在でも夫から妻へ、安

宿の表現として、これを習慣 としている家庭

結ヽ格あるようです。

ちヽ
亀

Ⅲ ち



◎期資(ブレックファースト)

朝食には紅末が欠かせません。基本的には

カブカリの トース トとジャム、ベーコン、

卵、フルーツなどを頂きます。

◎ティーブレイク(イレノンジィズ)

朝の慌ただしい一時の後、または11事の手

をちょっと休めて、気分転換に飲む紅末で

す。

◎ミッデェイ、ティ、ブレイク

午前の休密 と同様に 「午後の■やつ時Jの

休慈です。(この時は紅末かヨーヒーもよく

飲まれています。)や末 うけほクノキーやど

スケット程度の簡単なもの。

◎アフタヌーンティー

日曜日とか土曜日など女主人が在宅すると

言う 「特定の日」の午後のⅢ茶会です。気分

的にも一番 くつろいだティータイムです。

社交を目的とした特定の日の午後4時頃に

始まる最 も優雅で豪華なお末の時間です。

19世 紀半ばにイギ リスの7代 日、ペッド

フォード侯爵婦人の 「アンナ 。マリアJと い

う方が夕資までの間の空腹に耐えかねて、午

後の5時頃に紅茶を欲み、軽食をとったこと

が始まりです。当時は1日2食で、しかも夕資

は午後9時でした。これが賞法や上流階級の

間に広まり、アンタヌーン・ティーという習

慣になりました。

◎ハイ ・ティー

イギリスの工場地常や農村部、それにス

=ッ トランドに伝わる 「夕食Jの ことで、今

日まで続いてきています。元来は、年後6時

頃作業を終えて帰宅した男達 と子供のための

もので、テープルに座ってミー ト(肉猿)中心

の試立をとり、欲む物はティーに限られてい

たことから、別名を、 「ミー ト・ティー」と

いいます。

ク`イ テ ィーの需源は小さい子供の食事用

の格子で 「夕ヽイ ・パ ノク `チ ェアーJと 呼l■

れる物の 「夕`イ」からきたものです。現在で

はヨンサー トや、観劇に出かける前にとる軽

い食事ヽ茉ねたお末の時間をいうことが多い

ようです。

Oア フタヌーン・ディナー ,テ ィー

タ食や"休 み前の一時をくつろいで過ごし

ます。この場合、博いミルクティーなどで、

体を暖め1日の疲れをいやします。時には紅

末にデシンデーやウィスキーを入れて飲まれ

てもよろしいでしょう。

この様に紅末な英国人のライフスタイルの一部 と

なっておりまして、1日に何杯 も紅茶を楽 しみま

す。

一

古
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