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「美しい心、ロータリアンの矜持
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国民の祝日
来週からのゴールデンウィークにち
なみ、国民の祝日の話をします。先日
の「建国記念の日」の話の続きです。
平成12年から15年にかけて、成 人
の日や敬老の日など、国民の祝日のい
くつかが、特定週の月曜日になりまし
た。今日は固定日のままの休日につい
て考えてみます。
まず、
「元日」と「天 皇誕 生日」は
動かしようがないですね。また「建国記念の日」は「紀元節」
に由来しているというのは、先日お話したとおりです。
次にゴールデンウィークの休日は、絶対この日でなければな
らないというのは日本国憲法の施行日である５月３日の「憲法記
念日」くらいですが、ゴールデンウィークを残すために移動し
なかったものです。
「山の日」は、平成28年に生まれたばかりですが、お盆休
みと連続させやすいとして８月11日に決まりました。なお、お
盆は８月13日から16日という所が多く、当初の案では８月12日
だったのですが、８月12日は、昭和60年に日本航空機が御巣
鷹山に墜落した日で、その日に山をお祝いするのは違和感を覚
えるということで、８月11日になりました。
文化の日
ここからが本題です。
「文化の日」はなぜ11月３日なのか。
日本国憲法が昭和21年11月３日に公布（広く国民に知らせるこ
と）され、新憲法が平和と文化を重視していることから、この
日を文化の日に制定した、ということになっています。しかし実
際は、11月３日を国民の祝日にするために、憲法の公布をこの
日に合わせた、と言われています。実は11月３日は明治天皇の
誕生日で、以前は「明治節」として休日でした。この日を国民
の祝日にしたいが、明治天皇の誕生日を理由にするとＧＨＱの
了承は得られない。そこで、新憲法の公布日にして、理屈をつ
けて国民の祝日として残した、ということです。
勤労感謝の日
最後に「勤労感謝の日」の11月23日も、皇室の「新嘗祭（に
いなめさい）
」に由来しています。天皇が五穀を神々に勧め、自
らもこれを食して、その年の収穫に感謝する大事な儀式で、11
月23日も戦前は休日でした。ＧＨＱの意向により、皇室行事と
は切り離される形で、
「勤労感謝の日」と定められました。
以上のとおり、国民の祝日は、天皇や皇室と密接な関わりが
あるということです。
もう一つ紹介します。
「商売をするときは、金を儲けようなど
と考えずに、ひたすら商道の本意を勤めなさい。よく商道の本
意を守って努力すれば、財は求めなくても集まり、豊かになる
ことは計り知れない」というものです。まさに職業奉仕の本質
を言い当てています。

Yamagata West Rotary

ロータリーが生まれる前のロータリアンという意味を分かって
いただけたでしょうか。
ところで二宮金次郎の銅像ですが、勤労勤勉を推奨するた
め、昔はどこの小学校にもありました。しかし最近では、歩き
スマホを誘発するということで、撤去の動きがあるようです。
時代ですね。

幹事報告

五十嵐

信 幹事

●今月のロータリーレートは、104円です。来月から上がりま
すので、今日がチャンスです。
●今年、新婚になられた石井雅浩さんと武田秀和君に、最終
例会でお祝いをお渡したいと思います。
●請求書のお支払をいいただいていないという会員の方がお
いででしたら、お知らせください。
●ネルソン
「こんにちは、ネルソンです。先週、お母さんとおば
さんが日本に来ました。おばさんは温泉と回転寿司、お母さん
はラーメンが好きです。日本語はポルトガル語やスペイン語と
本当に違う。日本はびっくりすることがいっぱいありました。」
●ネルソン君も6月に帰国することが決まりまして、最終例会
の前の例会で、日本語でプレゼンをします。あと2カ月、必死
で日本語を勉強するそうです。

次年度幹事報告

菅原

茂秋 副幹事

5月7日18時半より、第1回のクラブ協議会をグランドホテルに
て開催をさせていただきますので、ご案内の方は奮ってご参加
をいただきますようお願いを申し上げます。もし、万が一という
場合は、代理のほうでご出席いただければ幸いに存じます。

委員会報告
親睦・家族委員会

遠藤

ロータリー財団委員会

長澤

正明 委員長

4月16日の観桜会、皆さまのおかげで桜が満開で開催するこ
とができました。本当にありがとうございました。最終例会6月
15日、本当の親睦が深められますように、新婚の2人をお祝いし
ながら、頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞご出席のほ
ど、よろしくお願いいたします。

裕二 委員長

先日の観桜会で数名の方からか、100ドルをお預かりしました
が、1名の方どなたからお預かりしたのか分からなくなってしまい
ました。終演の頃に頂き、記載漏れで、なかなか思い出せなく
なって、すみません。よろしくお願いします。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：大沼デパート 7F ローズルーム TEL：622-7111
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

ゲスト卓話
Letʼs チ
Letʼs
チョコレート
ョコレートブレイ
ブレイク

〜NY の飲むチョコレートを YAMAGATA から〜
CHOCOLATE Lab.YAMAGATA 代表オーナー

佐竹

ゆり江 氏

チョコレートラボやまがた
はじめまして、こんにちは。
「ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ Ｌａｂ．Ｙ
ＡＭＡＧＡＴＡ（チョコレートラボやまがた）
」は、私1人でやっ
ております。そしてテーブルの真ん中に、この茶色い用紙と一緒
に、豆をお配りしました。今日は私が扱っている飲むチョコレー
ト、チョコレートドリンクです。ここでお作りできなかったので、
チョコレートになる前のカカオ豆をローストしたものをお持ちしま
した。2種類２粒あります。白っぽいのがコスタリカ産、赤っぽ
いのがガーナ産のものになります。皮も食べられるんです。皮は
栄養価が高いので、その茶色い用紙に皮をむいていただいて、
皮をお持ち帰りいただいて、水出しにするとカカオティーになり
ます。お湯だとおいしくないのでおやめください。そういう飲み
方もあります。
カカオ豆
チョコレートに加工する前は、ダイレクトにカカオの効能が効
きます。生のカカオの大きさはこれよりのも1.5倍ぐらいあって、
スイカみたいに重かったんです。実は去年の8月にインドネシアは
スラウェシ島に行って、現地で捥いできて、検疫も通して、植え
ようかと思いましたが山形の環境では絶対無理なのでオブジェ化
したものです。これカカオポットといいます。昔は「神様の食べ
物」と言われてたぐらいで、貴重で栄養価も高かったので、豆
10粒でウサギさん1羽とトレードできる価値があったそうです。
カカオ豆の効能は、もちろんポリフェノール。体に蓄積されな
いので、毎日1粒、毎日摂取したほうが健康のためにはいいんで
す。あと、ちょっとハイテンション、高揚感が増しちゃうんです。
私は誰でも簡単におうちでチョコレートドリンクが作れるよう
な文化を発信したいと思ってチョコレートラボやまがたを設立し
たわけなんですが、そうは言っても、私パティシエでもショコラ
ティエでもないんです。でも、肩書の最後のほうにチョコレートド
リンク研究員・エバンジェリストとありますけれど、エバンジェリ
スト「伝道師」です。なので28年ぶりに私は山形市民になり、
山形ありきというところにもこだわってチョコレートドリンクを発
信したいと思ったわけです。
ジャック・トレスチョコレート
ニューヨークのチョコレートブランドで、シェフはフランス人
で、2000年にジャックトレスチョコレートをブルックリンにオープ
ンし、今ではミスターチョコレートと言われるぐらい著名人なん
です。
「ニューヨークありき」なところがあり、ニューヨークのお
土産としても人気なので、もちろん食べるほうのチョコレートも
仕入れてあります。
私はチョコレートラボにお客さんがいっぱい来るのを狙ってる
わけではなく、ここにいらっしゃる皆さん、山形の男性がター
ゲットです。男性が女性のためにホットチョコレートを作ってほ
しいなと思って始めました。彼氏が彼女に、ご夫婦の方にはぜ

ひ奥さまに、作ってください。お湯に溶かすだけです。世の中
に、ほんとおいしくないチョコレートドリンクが出回っている
ことがとても残念で、ジャックトレスチョコレートに出合ったの
で、
「これを伝えなきゃいけない」と思いました。このパティシ
エでもなんでもない私がおいしく作って提供しているので、皆さ
んも簡単に作れますので、ぜひ作ってあげてください。
そしてチョコレートパウダー3種 類直輸入しています。クラ
シックという定番のチョコレートのほかに、スパイスがいっぱい
入っているチョコレート、あとはホワイトチョコレートのホワイト
です。
飲むチョコレート
ジャックトレスの飲むチョコレートのホワイトは、日本で私限
定のラインでブルックリンの工場で作ってもらっていますので、
ホワイトチョコレートのパウダーをニューヨークに持って行くと、
日本から、山形からのお土産にもなっちゃいます。チョコレー
トパウダーは手に持たない限り溶けませんし、非常食、保存食
にもなるので、山に持って行くのもいいと思います。溶かさなく
ても、ふりかけても、舐めてもおいしいチョコレートです。私は
このパウダーを使って山形のおいしいものとコラボレーションを
して、チョコレートジャムとかクッキーとかビスコッティを、お
願いして作ってもらったものをお店でも扱っております。ぜひお
家で、
「おうちチョコ」を推進したいな、と。そして「なんで山
形に艶っぽい男の人多いんだべ？」と話題になって、
「それは、
ホットチョコレート飲んでっからだ」なんて妄想、そうなること
を信じています。山形からおいしい、ちょっと情熱的なハッピー
が全国に広まっていけたらと思っています。
そして、コーヒーのエスプレッソとチョコレートドリンクを組
み合わせた、カフェモカというメニューがあります。チョコレー
トドリンクは、ニューヨークではクラシックというのがもう代名
詞になるくらいですが、ホットチョコレートは、据え置きなんで
す。これにペアリングできるコーヒーを色々組み合わせて、カ
フェモカのメニューを自分なりにアレンジして楽しめる。そんな
日本ではどこでもやっていない、チョコレートのドリンクとコー
ヒーの飲める専門店を展開できたらいいなと思っています。

ニコニコBOX
半田 稔会長／満開の桜の下、観桜会が開催できたことに感
謝します。親睦・家族委員会の皆様ありがとうございました。
佐藤章夫さん／三人目の孫
（女）が産まれ７人家族になりました。
そこで駄作の一句「子も無きに 孫三人の おらが春」
伊藤義彦さん／４月 19 日 私の菩提寺の住職の本葬儀が行わ
れました。筆頭世話人、葬儀委員長としてがんばりました。大
変疲れました。
武田元裕さん／観桜会にて同じテーブルで楽しんだ皆様とおも
しろいクイズをして、私が見事正解でしたので、ニコニコします。
冨田浩志さん／４月 20 日（金）に、創業 440 周年のパーティー
「感謝の集い」を東京皇居前のパレスホテルで開催いたしました。
約 140 名の方々にご臨席いただきました。西ロータリークラブ
では、代表で五十嵐幹事にご出席賜わり感謝申し上げます。
五十嵐信さん／とみひろ創業 440 年の会に出席して。去る 20
日にパレスホテルでにぎにぎしく開催されました。冨田会員のり
りしい姿とすばらしいしつらえの会ににこにこします。

＜本日出席・修正出席＞
会員総数

出席会員数

本日出席（4/23）

99名

57名

メークアップ
された会員

（山形中央）伊藤
（山形南）酒井
（山 形）海和
風間
（山形東）長岡
武田

修正出席（4/9）

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

99名

86名

82名

95.35％

歩、橋本 徳光、小林 廣之、伊藤 義彦、長岡
勲、武田 博
啓孝
将浩、鈴木 隆一、伊藤
歩、清野 伸昭、後藤 光政、橋本 慶昭、武田 博 、晋道 純一、
義朗、大城 誠司、武田 秀和、佐藤 吉博、冨田 浩志、松原
洋
壽一、後藤 光政、橋本 慶昭、安部 弘行、武田 博 、晋道 純一、風間 義朗、大城 誠司、
秀和、松原
洋、小林 廣之

