
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 464,000円 

年 間 予 算 2,200,000円 

達 成 率 21.09％ 

 

 

・2/16      例会臨時休会 

・2/23      例会休会（定款による） 

・3/2       第９回理事会 ZOOM会議 

 

 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
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？ 
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令和 3 年 2 月 16 日発行   No.2526 2021.2.9（No.2525）の例会記録 

 

 

大東ロータリー会長テーマ 

「 ロータリーの機会はであい から 」 

◆ 出席報告（2月 9日分） 

 

       臨時休会 

 

前々回 2月 2日分 

 

       臨時休会 後面に記載 

 

例会休会（定款による） 

 
２０２０年～２０２１年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  ホルガー・クナーク 

今週の予定   （2月 16日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 佐藤 多加志 
■幹事 東村 正剛 
■広報委員長 森田 武雄 
（会報） 

次週の予定   （2月 23日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 

 

例会臨時休会 

  



 

 

       

 

皆さん、こんにちは。 

緊急事態宣言から 1 ヶ月が経ちました。更に 1 か月の延長となりましたが、この 

一週間で感染者数は大きく減少し新規感染者数だけで見ると緊急事態宣言解除の 

指数以下となっています。病床数等まだまだ油断を許さないとの事ですが、少し 

明るい兆しが見えて来たのではないでしょうか? 

昨日、IM3 組の会長幹事会が zoom 開催されました。簡ガバナー・吉田代表幹事 

も出席頂き過日決定されたロータリーデーとフレッシュロータリアン交流会の

「中止」決定の経緯のご説明とこの環境下で何かしら奉仕事業が出来ないかとバナ

ー補佐会議で思考しているお話などを伺う事が出来ました。また、主たる議題とし 

ては 2017-2018 年度に IM の編成と同時に「ガバナー補佐」選任についてそれま 

で 3 組では「輪番制」を踏襲してきましたが「立候補制」と変更になり、今回 

また、「輪番制」に戻しては と言う議題でした。 

個人的には当時、大東 RC 会長は橋本さんで私は幹事でした。この議論では当時 

の橋本会長が「輪番制を続けた方が良い。立候補制は候補者無とか、偏りとかが 

危惧される」と強く主張されていた事を思い出します。ここ近年、その通りとな 

り立候補者は 4 年間居ません。 

現状で2022-2023年度のガバナー補佐が決定しておらず地区としても苦慮されて 

 いるとの事です。そこで、今回の議題となりました。 

個人的には、こんな事は繰り返されるのだな? 当時の立候補制の決定に至るまで 

の経緯は説明頂いたものの、リスク討議等は如何だったのか? 当時の会長幹事会 

で意見を求められたことに対して討議・協議はされなかったのかな? 等色々と考 

えさせられました。 

今回も、意見を各組述べられましたが、当時と同じ「輪番制」が良いとの結論で 

す。 

最終判断は、ガバナー補佐よりガバナーに「選出方法について」上申され決定さ 

れるとの事です。  

苦言を言わせて頂くなら、「やってみたけどアカンかった。だから戻す」、「意見は 

聞くが決定するのは地区」少し情けなく感じました。 

 

本日も、新たな気づきと出会いとなる事を願い会長の時間と致します。 

 

 

 

 

 

会長 佐藤 多加志 

 

 

 

 

会長の時間 



 

 

 

 

               「お菓子の歴史」 

                            森脇 克弥 会員 

 

皆様大変ご無沙汰いたしております。2 月 9 日の卓話を担当させて頂きます。森 

脇です。宜しくお願い致します。 

新型コロナウィルスの感染拡大という未曽有の災禍の中、皆さま大変ご苦労をさ 

れている事と思います。早くワクチンが国民に行き届き、収束に向かってほしも 

のと思います。 

さて、今回卓話を担当させて頂くのですが毎回卓話の題目につきまして大変迷い 

ます。私はお菓子の製造を生業とさせて頂いておりますので以前に引き続き今回 

もお菓子の歴史等についてお話をさせて頂きたいと思います。 

以前の卓話では日本におけるお菓子の始まり等を中心にお話をさせて頂きました。 

以前の卓話について以下の通り少し振り返らせていただきます。 

紀元前 60 年ごろ、田道間守（たじまのもり）という人物が時の天皇陛下、垂仁 

天皇の為に不老不死の薬と言われていたものを朝鮮半島まで探しに行き、その時 

に持ち帰った橘という果物が我々日本のお菓子の始まりであったとされている事、 

また、起原がフルーツの為、昔はお菓子を【果子】と書かれていたという事、そ 

して遣隋使、遣唐使等を通じて唐からさまざまなお菓子が伝来し、お菓子の原点 

となっていき、中国からのお茶文化の到来、茶の湯趣味の流行によって茶会に出 

されるお菓子がどんどんと洗練されたものとなっていき和菓子の始まりとなって 

いった…というようなお話をさせて頂きました。その後室町時代に入るとオラン 

ダやポルトガル、スペインやイギリスなどから南蛮菓子というものが入ってきま 

すがやがて戦国時代に入り、戦乱が続き、とてもお菓子を楽しむというようなこ 

とのできない時代になっていきました。そして鎖国が始まり南蛮菓子の文化もす 

べてストップしてしまいます。もし鎖国がなければもっと様々なお菓子が外国か 

ら伝わり、日本の洋菓子の文化も今とはかなり様相の違うものになっていたのか 

もしれません。日本人は発明が苦手でアレンジする事がうまい国民性だと思いま 

すので洋菓子文化だけでなく和菓子も洋の素材を取り入れたりして今とは味も形 

も全く違うものになっていたかもしれません。歴史にもしもという事はありませ 

んので考えてもしょうがない事ですが…。 

そして鎖国が解かれて西欧の文化が急速に入ってくることとなりお菓子も鎖国以 

降から明治、大正とかけて一気に発展していくこととなります。 

 

1853 年 6 月 3 日、浦賀沖に突如として現れた 4 隻の黒船。アメリカのペリー提 

先週の卓話 



 

 

督の来航に日本中が大いに揺れ動きました。一度は引き返したものの翌年にはロ 

シアの軍艦が来航し、政府は避けようのない対応を迫られました。こうした外国 

列強の強く求める開港に 1854 年ついに日本は日米和親条約を締結しさらにイギ 

リス、ロシアとも条約を結びその結果、下田、函館、長崎の３港が開港され二百 

数十年に及ぶ鎖国体制は事実上幕を閉じる事となったのです。これらの 3 港では 

外国からの食料品の調達も認める事となりました。政治の急転換は国内の経済、 

市民生活に大きな変化をもたらします。これまで細々とした形でしか伝えられて 

いなかったビスケットやキャンディー、またはパンやその材料である小麦粉など 

も豊富に日本に入り始め、食生活は洋風化の緒につくこととなっていきます。 

この頃、日米通商条約本書交換の為、幕府は使節団をアメリカに派遣する事とな 

りました。正使として新見豊前守、副使村垣淡路守らの一行がアメリカの軍艦ポ 

ーハタン号に乗り込み出港、またこれと前後して日本が誇る軍艦、咸臨丸に勝海 

舟、福沢諭吉、ジョン万次郎らも乗り込みアメリカへと出港したのです。一行が 

サンフランシスコに到着後、首都のワシントンに向かうためにアメリカ政府の出 

迎え船に乗り移りました。その中で新見正興らの幕府使節は初めてアイスクリー 

ムに接します。その時の使節団の一人であった柳川当清という人は当時の航海日 

記に次のように記しています。【また珍しきものあり。氷を色々に染め、物の形を 

作り、是を出す。味は至って甘く、口中に入るに忽ち溶けて、誠に美味なり。こ 

れをあいすくりんといふ】 

色々に染め、ものの形を作りとあるところから考えると今でいう所のホテルの宴 

会などで出てくるような氷細工を施した豪華なアイスクリームが出てきたのかも 

しれません。とにかく大変驚き、またあまりにも美味しかったために出席できな 

かった仲間に持ち帰ろうとして紙に包み、懐に入れておいたところ中で溶けて服 

も体もべとべとになってしまったという逸話も伝わっております。今であれば考 

えられない事ですがその頃であればあり得る話かもしれないですね。さて、この 

ようにして日本人初のアイスクリーム体験者が出たわけですが、日本人で初めて 

アイスクリームを手掛けた人についてご紹介いたします。町田房造という人物で 

す。彼は幕臣の家に生まれ 1860 年 16 歳の時に勝海舟らとともに咸臨丸で渡米し 

ました。この時彼はマッチやせっけん、輪ゴム、氷等の製法を見学し、2 度目の 

渡米でそれらの技術を身につけて帰国しております。幕府崩壊後は武士も町人も 

同じで何か仕事を見つけなければなりません。そこで彼は横浜の馬車道で氷水屋 

を開業しアメリカで習い覚えたあいすくりんの製造販売を始めます。明治 2 年 5 

月 9 日のことでした。ところがあまりにも高価だったが故にたまに外国人が買い 

求めるぐらいでさんざんなスタートだったとの事です。しかし翌年の伊勢神宮遷 

宮祭の折にはお祭り気分も手伝ってか大変な人気となり代金を納める場所にも困 

るほどの大盛況だったそうです。これを機にあいすくりんを手掛ける人々も次々 



 

 

と出てきたそうですが彼自身は執着することなくあっさりと手を引き、造船仕事 

に就いたそうです。幕臣の家系からなのか国家プロジェクトにつながるようなこ 

とで国に貢献する道を選んだようです。今では横浜市の関内駅近く馬車道通りに 

アイスクリーム発祥の地としてモニュメントが立てられております。また最初に 

売り出した 5 月 9 日はアイスクリームの日として定められています。 

さて、鎖国が終わり諸外国との接触が増えてきますとある程度の受け入れ態勢が 

必要になってきます。当然宿泊施設なども必要になってきまして各地にどんどん 

と建設されるようになってきました。それまでにも全くなかったわけではないの 

ですが本格的に対応をせまられた幕末の 1859 年横浜開港の年に横浜ホテルとい 

うものが誕生いたしました。これはフーフナ―ゲルというオランダ人の手によっ 

て建てられたものでフーフナ―ゲルホテルとも呼ばれていました。伝わっている 

お話では平屋のごく普通の日本家屋だったそうですが、当時たった１件のホテル 

という事もあり、かなり繁盛していたとの事です。そこでは洋食はもちろんの事、 

ベーカリー、バーからビリヤードまで備わっていたとの事です。これを機に各地 

でどんどんとホテルが誕生してきます。たとえば 1863 年には同じ横浜にクラブ 

ホテル、アングロサクソンホテル等がイギリス人によってオープンしています。 

また 1873 年フランス人によってグランドホテルが作られています。当然それら 

のホテルでは材料の調達が可能な範囲でそれぞれの国のデザートやお菓子が出さ 

れていた事と思います。また日本人の経営するものとしては 1868 年に外国人居 

留地として定められていた東京の築地に江戸築地ホテルが竣工しています。半官 

半民で始められ、外国人専用として大変繁盛していたそうですが明治 5 年に火事 

で焼失してしまいました。その後同じく築地に西欧料理兼ホテルとして精養軒が 

創業されました。このホテルも同年に残念ながら焼失してしまったのですがこの 

流れは現在も上野精養軒として受け継がれています。これらのホテルはお菓子を 

製造するベーカー部も充実しており、お店で食べさせるのみならずお持ち帰りの 

テイクアウトなども行われていたようです。これらの歴史を見る限り最初はホテ 

ルでのデザートから始まり、徐々にテイクアウトなどを通じて西洋菓子が広まっ 

ていったように思います。当時の日本にはイギリス、ポルトガル、フランス、ア 

メリカなど様々な国の西洋菓子があったと思われますが今の日本の源流となって 

いるのはやはりフランス菓子ではないでしょうか。では日本で初めてフランス菓 

子を手掛けたのは誰なのか？諸説あるのですが、文献によると村上光保という方 

が出てまいります。彼は京都に生まれ、御所勤めをしておりましたが、維新の遷 

都とともに東京に移り、そのまま奉職を続けました。世の中が少し落ち着き始め 

た明治 3 年、重要なレセプションの宴席には西洋料理を採用との決定がなされま 

した。これらの決定に急いで体制も整えなければいけません。方針に従い、34 歳 

となった彼は大膳職という調理面での要職にあるまま横浜のサミュエルピエール 



 

 

というフランス人のもとに出向を命ぜられました。料理人にして菓子職人でもあ 

るピエール氏は横浜でホテルと西洋菓子店を経営しておりました。村上氏はここ 

で 3 年間、主に西洋菓子の製造法を学びます。この頃の宮中が率先して洋食や洋 

菓子の技術の習得に努力を払ったことはこの時代のできごとの一つとして大変注 

目すべきことかと思います。また、それが特にフランス料理やフランス菓子であ 

ったこともその後の日本の食文化、また洋菓子文化の方向付けに大きな影響を与 

える要因となったことも否定できないところであります。そして本場の菓子職人 

より直接の指導を受けた彼はもともとの努力家の性格であったことに加えて感性 

も人並み外れており、後の日本のお菓子業界の指標となるほどにレベル高く幅広 

い技術を習得しました。研修を終えて大膳職に復帰した彼は明治 7 年、東京の麹 

町に、文明開化をもじって『開新堂』という屋号の西洋菓子専門店を開業いたし 

ました。当初は奉職をしながらの兼業のため正式には妻・茂登の名で旗揚げしま 

した。奉職を辞してからはますます製菓業に専念し、デコレーションケーキから 

工芸菓子、氷彫刻に至るまで名人の名をほしいままにいたしました。 

この村上開新堂は東京の千代田区一番町で現在も続く皇室御用達の老舗菓子店で 

あり、お店の看板商品であるクッキーは注文してもなかなか手に入らないという 

現在でも大変な人気店であります。百貨店などへの出店依頼には応じず、大量生 

産も行わない、昔のままのスタイルを貫いている数少ない洋菓子店のうちの一つ 

ではないかと思います。 

今回、明治以降の洋菓子文化の始まりについて少しだけご紹介させていただきま 

したが、この後、現在でも続く凮月堂や森永製菓、明治製菓などの大手の菓子店 

が創業され、ますます日本のお菓子文化が発展していくこととなります。また機 

会がありましたら次回以降の卓話ででもご紹介をさせていただけたらと思ってお 

ります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


