
 
◎本日の例会 1175 回  2010 年 12 月 8 日   

 2011 年国際ロータリー年次大会のご案内 

オンツーニューオリンズ委員会 

 村山圭治委員 

年次総会（次年度役員理事決定）  

◎前回の例会  1174 回   2010 年 12 月 1 日 

幹事報告 ―――――――――――― 

① 12 月のロータリーレートは 1ドル 82 円です。 

② 今週 12 月 5日に小石川ロータリークラブ 40 周年 

行事があり前川 PG、久保会長、幹事の 3名で出席 

致します。 

③ 本日、クラブ協議会でしたが、都合により別の日に 

設定をさせて下さい。 

④ 浅原増強委員長より、5人体制で増強委員会を開催 

を行いたいとの事です。 年明けより実行したいと 

思います。 

■ゲスト 

 ㈱フードサイエンス所長 椎名 治様 

 ㈱フードサイエンス   小森月子様 

 米山奨学生       鄧飛さん 

■ビジター 

 池袋ＲＣ  河嶋 昭様 

 板橋ＲＣ  高橋正敏様 
■出席報告 
 

ニコニコ BOX 

時友会員／結婚記念日と誕生日の祝いありがとうござ

います。 

高崎会員／誕生日の祝いありがとうございました。 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６回定例理事会報告 

日 時 2010 年 12 月 1 日（水）11 時 30 分～12 時 

場 所 例会場 

出席者 久保会長 島田副会長 月井会計 

安齋 SAA  佐野直前会長 長井社会奉仕委員長 

時友国際奉仕委員長 村山副幹事  

１．会計報告 

会費未納会員２名。 

２. ニコニコの状況 

  達成率３４％（11 月末現在） 

３. 忘年夜間例会について 

  ビンゴ商品は１家族 3000 円をめどにしてお願いす 

  る。 

４．創立 25 周年について 

 ・催しものについて 和楽／洋楽の演奏を考えている。  

 ・人数（来賓他）のチェック中である。 

 ・案内状は 12 月中に発送の予定。 

 ・プログラム（案）は準備中。 

 ・予算については更につめる。 

５．その他 

 ・1月 5日（水）例会は休会とする。 

 ・1月の理事会は 12 日（水）とする。 

 ・新年会は親睦委員会中心に別途検討する。 

 
     当クラブ例会臨時変更のお知らせ 

✣ 2011 年 1 月  5 日（水） 

  通常例会 → 特別休会になります。 

✣ 2011 年 1 月 26 日（水） 

通常例会 → 夜間移動例会 〃 

✣ 2011 年 3 月 30 日（水） 

  特別休会 → 通常例会   〃 
 

会 員 
出席率

参入 
会員数 

出席数 欠席数 出席率 
11 月 17 日

分修正 
出席率 

42 名 36 名 30 名 6 名 83.33% 91.67 

◎次回の例会 1176 回 2010 年 12 月 15 日  

  忘年夜間例会（家族会） 

      受付開始 １７：３０ 

      例会   １８：００ 

      懇親会  １８：２０ 

１２月 家族月間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食品衛生の変遷」  

--–昔の考え、今の考え--- 

      株式会社フードサイエンス 

      所長 椎名 治氏 

 

食品は、日常生活を支える「衣食住」の三要素の中で

も人間の生活、最も必要不可欠なものです。安全な食

品が安定的に供給されることが望まれます。カロリー

ベースで輸入食品が６１％を超え、ＢＳＥ、残留農薬、

バイオテクノロジー応用食品、特定原材料の問題等、

複雑・多様化、高度化が進んでおり適正な試験検査も

実行されているところですが、今日の消費者保護指導

の興隆もあって新聞などにお詫びとお知らせの案内が

見られる状況にあります。わが国の食品衛生は、明治

の始め交易のあった神戸近郊で奇病の発生があり、当

時内務省（地方では警察署）による調査で着色料に原

因があったことから「アリニン其他鉱属製ノ絵の具染

料ヲ以テ飲食物ニ着色スルモノノ取締方」が明治１１

年に施行され、昭和１３年に厚生省が設置されました

が、地方においては警察部署において担当され、サー

ベル行政とかオイコラ行政と言われ終戦まで継続され

ました。戦後警察から保健所に移り、連合国軍ＧＨＱ

の指導によるアメリカ方式の食品衛生が行われて来ま

したが、過去からの事故例を２～３例考察してみたい

と思います。 

１、 サルモネラ・エンテリティディスによる食中毒事 

件 

①昭和１１年 浜松第一中学校運動会で提供された大

福餅 患者２，２０１名死者４４名 原因、ねずみ

による 処分なし 

②和４３年 宮城県でさつま揚げかまぼこ患者６０８

名 死者４名 原因 ねずみによる 訴訟１３年間 

禁固２年執行猶予３年 

① 和６３年 英国の厚生省副大臣がイギリスの

殆どの卵がサルモネラ菌で汚染されているとテレビ

番組で発表し、約７０％の消費低下を引き起こした

と言われ卵を検査したところイギリスでは３万個中

サルモネラ検出６個日本では１万個中３個という報

告があります。 

本年８月には、米国でサルモネラ汚染の疑いで殻付

き卵５億個を自主回収したと伝えられております。 

①昭和２５年 大阪市岸和田市 患者２７２名死者２

０名 原因食品シラス干し 

②昭和３０年 横浜国立大病院 患者１２０名 原因

食品きゅうりの浅漬け 

③昭和３７年 東京都 患者１５４８名 死者１名 

原因食品 鯨ﾍﾞｰｺﾝ 

④昭和４６年沼津市 発行１８６名中１０３名（５５，

４％） 

 
私の会長時代の思い出 

 
２００１～２００２年度会長  佐々木 通博 

 

私が会長を務めたのは、９年前の事であり、その頃の

ことを思い浮かべると大変記憶が曖昧であることがよ

くわかりました。会報等を読み直してあらためて思い

出しました。 

この年は、前川 PG がガバナーエレクトになられ、私も

地区幹事見習いということで副幹事になり、いろいろ

な地区の会合に出席いたしました。クラブ行事より大

変だったのは、あすか RC の問題の解決に当時のガバナ

ー補佐の岩戸さんと奔走したことです。この他に、牧

野ガバナーが交通事故をおこして、途中で指田ガバナ

ーに変わりました。 

クラブ活動としては、会報委員会による手作りの会報

がスタートしました。 

奉仕活動としては、マハヤナ学園撫子園の児童の善光

寺体験学習を、高崎快彦社会奉仕委員長の引率のもと

に３日間おこなわれました。その他に奉仕活動として

環境保全委員会の山本幸正委員長のもとで、「さわやか

街づくりキャンペーン」活動を池袋駅東口周辺で実施

され、携帯用灰皿を配布し歩行喫煙の協力 PR に他の団

体とともに参加されました。 

この頃は、まだ携帯灰皿をもっていればよかった時代

でしたが、最近ではもう歩行禁煙になっています。 

親睦活動では、箱根湯本の河鹿荘で移動例会が開催さ

れ、大勢の会員の参加がありました。 

また、忘年家族夜間例会では、まったく手作りのコン

サートタイムと「私は誰でしょう」で会員の幼児期、

学生時代、結婚記念等の懐かしい写真映写でとても楽

しい会となったことを覚えています。また、ゴルフで

は豊球会の開催が１６名の４組の参加でちょっと寂し

いとの会報の記事がありましたが、最近ではもっと少

ないので、これからは会員増強に力を入れていかなけ

ればならないと痛切に感じました。 

 

 

 

 

  1174 例会 卓   話  

 


