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【 会長挨拶 】             小池 和義 会長 

 本日卓話を頂戴いたします 

大内様のご職業でありますお豆腐 

についてお話させて頂きます。 

色々な説はありますが今から 

2200年前に中国で発明されたそうです。 

豆腐が記録として登場した書籍には“唐符”と記さ

れているそうです。 

日本への伝来は奈良時代遣唐使が持ち込んだとされ

ております。当初は寺院の僧侶の間で精進料理とし

て食べられておりましたが後に貴族社会や武家社会

へと伝わり室町時代にようやく全国的に浸透した 

ようです。江戸時代に本格的に庶民の食べ物として

取り入れられ、刊行された豆腐料理の本「豆腐百

珍」は爆発的な人気を呼び翌年「豆腐百珍続編」

翌々年「豆腐百珍余禄」が出版され、当時ブームと

なった料理本のさきがけとなったといわれておりま

す。豆腐商品は最近バラエティになってきておりま

すが私が思い出すのは「波乗りジョニー」という 

豆腐の概念を覆す名称の商品が出てきて広がって 

行った時でした。豆腐専門店という店も増えて来て

おります 本日卓話をして頂きます大内様から資料も

頂きましたのでぜひ今日はたくさんの知識を頂いて

豆腐を食べてみたいと思います。 

【 幹事報告 】             坪井 明 幹事 

＊訃報が届きました 越谷 RC鈴木隆弘 

会員の 御尊父 貞夫様 

＊地区より 未だ新型コロナウイルス 

の感染拡大が収まりを見せず行動 

制約が強いられる日々各クラブ会員 

に罹患者が出た場合は性別・年齢を報告を下さい 

＊越谷市国際交流協会「越谷国際交流協会だより」 

45号が届きましたので配布します。 

＊ハイライト米山 №263が届きました。 

＊2022-23年度 ロータリー手帳 お買い上げの 

お願い が来てます。定価 660円（送料別） 

締切は 2月 25日です。 

＊ロータリーの友 購読料改定のお知らせ 

 2022年 7月より 現 200円→新 250円となります 

＊2022年国際ロータリー年次大会 

≪ヒューストン大会≫参加旅行募集案内送付の 

ご案内が来ております。 

出発日 6/4・6/8（共に羽田発）航空会社により 

40万～51万円と費用に違いがあります。 

詳細資料を事務局に置いておきます。 

＊越谷東クラブ・越谷クラブ・越谷南クラブより 

 例会案内が届きましたので掲示します。 

【 委員会報告 】   菊地 貴光 社会奉仕委員長 

3月 16日（水）に行います 

地区補助金事業「街角ピアノ」 

ですが 2月 27日（日）に 

レイクタウン主催で行われる 

イベントが“FREE STREETPIANO” 

（フリーストリートピアノ）という名称で 中クラブ

で行う内容とほぼ同じで開催されますので 馴染の面

から同じ名称の方がよいのではないか？と検討して

おります。当日の大まかな流れについて記載した物

を配布しますが 次回会員の皆様と役割等 詳細を決

めたいと思います。2月 27日（日）に行われます

“FREE STREETPIANO”を見て頂くとイメージが伝わ

ると思いますので時間の都合が付く方はぜひ見に行

って頂きたいと思います。 

インフォメーション 
 

２２日（火） 休 会 

＊コロナウイルス感染拡大の為 

３月 

1 日（火）11：30～ 理事会 

     12：30～第 1 例会 

 ＊予定が変更になることがあります 

予めご了承下さい。 

 



【 委員会報告 】         小池和義 会長  

 先日お話いたしました 中クラブ オンライン例会

に向けての費用、メリット・デメリットについて 

記載いたしました資料を本日配布致しました。 

次回理事会で話合を行いますのでお目通し下さい 

 

【 卓 話 】   越谷東 RC パスト会長 大内 一幸 様 

2015-16年度 小池会長・坪井幹事と共に過ごさせて

頂きました 越谷東クラブ 大内一幸と申します。 

この年のガバナー補佐は 

“中島美三郎”さんでした。 

必ず会長幹事会後には 

懇親会が準備されている  

密度の濃い年 でした！ 

2000年 1月 7日の例会で承認を頂きましたので  

ロータリー歴は 22年目になります 

自己紹介を・・昭和 37年 8月生まれ おとめ座 

血液型は B型です 妻（A型）・長女（O型）・次女

（AB型）でして 血液型を全てコンプリートしてお

ります。 

 

直近の話題ですが京都大学総長 山極壽一（やまぎわ

じゅいち）先生のリモートによる講演会に参加しま

した。山極先生は ゴリラの研究で世界で有名な方で

す。山極先生が京都大学総長になる時に大きな 

反対運動がありました。それは山極先生が総長にな

る器量が少なくて総長を任せられないという理由で

はなく、総長の役職による多忙でゴリラの研究を取

り上げないでほしいという理由からでした。 

私は山極先生の講演を聞くのは 3回目になります。 

 「人間にあってゴリラの顔にないパーツ」って何

だか分かりますか？それは“白目”です。 

白目というのはコミュニケーションを 

取る上でとても重要な役割を果たして 

います。白目がある事は密林では自分の 

逃げたい方が解ってしまうのでデメリットとなる事

が多く白目があると成長出来ないそうです。 

ゴリラはとても人間に近くコロニーを作ります。 

チンパンジー、日本サルは餌を分け与えないが 

ゴリラは餌をみんなで分け合います。家族・仲間と

食事をするのは人間とゴリラだけだそうです。 

 

 

先程小池会長からオンライン例会のお話がありま

した 東クラブは会長・幹事だけが例会場 司会者も

自宅からというオンラインでの例会を行っておりま

すが 私の意見を述べさせていただきますとオンライ

ンでは 面白味がありません・・  

会議としては成立いたしますが面白味が無いのは何

か・・と考えた時思ったのが 視線が合わないから 

なのではないでしょうか 

危険が多すぎる という意見もありますが人間は生き

て行く為に買物に行かなくてはならない 移動の為に

電車に乗らなくてはならない等 もあります。ルール

を守っていつの日か 目と目を見て話しをするリアル

な例会が当たり前のように戻って来る日が 1日も早

く戻って来てほしいと思います。 

 

 趣味の少ない私ですが 乗馬が趣味であります。 

乗馬と言っても 乗馬をしている人を見るのが好きで

特に馬に番号を付けて乗馬している人を見るのが 

好きです。競馬はゴール近くなると騎手がステッキ

で馬を叩くのですが動物愛護の観点から 日本は 7回 

ヨーロッパ・フランス・イギリスは 6回と決まって

います。ムチを打たれて痛いから馬は早く走ると思

っていましたが そうではなく “すぐ後ろまでライ

オンとか猛獣が迫ってるよ”と疑似体験をさせてい

るのです。 

馬は草食の弱い動物で草原の 

真ん中にそれぞれがお尻を 

合わせているので 1頭が逃げ 

たら理由は分からないけど取りあえず逃げるという

習性があります。 

1着になりたくて走っているのではなく「ビりにな

るとと食べられちゃうよ」という本能をスポーツに

変えたイギリス伝統のスポーツと聞いた事がありま

す。 

 

私は家業が豆腐を扱っておりましたので迷う事 

なくいや 実を申しますと迷う暇がなかったのです。 

越谷保育園・越谷小学校・越谷中央中学校・越谷高

校と 18歳になるまで約 1.8キロ圏内で生活をして 

おりました。駒沢大学経営学部を卒業した 5月に 

父が急逝いたしました。もし浪人していたら大学を

中退せざるを得なかったと思います。 



就職活動をして何れは家業に戻るつもりでおりまし

たが急遽自分のフィールドに戻ってまいりました。 

若い頃は 豆腐屋というのは 朝早いし 水冷たいし 

儲からないし 金額が小さいし 良い商売と思った事

がありませんでした。この思いが変わった時が 

ロータリーの会長を拝命した時でした。 

私は 中島先輩に「おい！豆腐屋 と言われるのは嫌

です」とはっきり言いました。すると 隣の人の足を

踏んでいてもその人が痛いと言わなければ踏んでい

る方は気が付かない事があるのと同じで「そんなに

気になっていたのか」と親身に相談にのって下さい

ました。 

今は完全に吹っ切れています それは ロータリーで 

豆腐屋さんに会った事がないのです！職業分類は

“食品製造”ではなく“豆腐製造”になります。 

当時長屋で豆腐屋を始めましてその時の大家さんの 

家賃台帳を見ますと明治 32年（1899年）創業で 

4代目（もしくは 5代目）になります。 

豆腐というのは伝統の食品であり健康の象徴のよう

な食品です。豆腐というのは 大豆を加水しながらす

りつぶして 95度の高圧で炊き上げる工程があります

がここで猛烈に泡立ちます これは 大豆の主成分 サ

ポニン（サポニン：古代ローマ時代に 80度を超えると大豆

は猛烈に泡立つと解っていましてこれが「シャボン」の語源

になったと言われております）が起こす現象ですがこれ

を消泡剤を添加して抑えるのですが  

よくスーパーで“消泡剤無添加” 

と表示された商品があります。 

自然由来の消泡剤を最低限使用する 

のは添加物として記載が必要です。 

“消泡剤無添加”というのは物理的に出来ませんの

で どうやって泡を抑えるかというとシリコンを噴霧

するのです。実はシリコンは添加物ではない為記載

する必要がないのです。遺伝子組み換え大豆につき

ましても アメリカの モンサント社 がお米でいう 

ササニシキ、コシヒカリと違って虫が付きにくい、

倒れてしまうとコンバインで収穫しにくく収穫が減

ってしまいますので倒れにくくするように 遺伝子だ

けを抜き取って効率的に行おうと世界的には 95％以

上は既に遺伝子組み換え大豆となっております。 

ただ 25世代繰り返さないと（年 1回収穫ですので）

25年経たないと安全性が証明出来ないというのが 

農水省の立ち位置でございます。農林水産省の 

ホームページを見ますと日本の在来種タチナガハ・

エンレイ・とよまどか 等大豆は遺伝子組み換えは 

行っていないと明確に表記されております。 

  

他店と違い私共は大内の名前を表に出さない商売

をしております。居酒屋のチェーン店・病院・学校

給食・小菅の東京拘置所は 1社納品でして受刑者が

調理する際刃物を使用しないようカットして納品し

ます。何かのご縁で入った時は 懐かしいな と思い

出して下さい(笑)  

又 獨協大学病院・越谷市立病院に入院されますと私

の事が嫌いでも食事に私共の豆腐が出てきます(笑) 

 

 

 

 

 

 学校給食のパートさんは殆どが小さいお子様お持

ちの方ですので「自分の子供に食べさせるつもりで

作ってね」と声を掛けます。 

実践目標というのを毎年掲げています。 

「地域社会の為」とか掲げた事もありますが 2年前

に「ＡＢＣ」と掲げました「あたりまえのことを 

 ぼんやりしないでちゃんとやる」しかし なかなか

効率があがりませんでした。その為今年はその後に

「ＡＴＯＭ」を付け「あたりまえのことを ぼんやり

しないでちゃんとやる あかるく たのしく おもいっ

きり もうけましょう」これを今年の実践目標として

コロナの厳しい社会情勢ですが 頑張りたいと思いま

す。 

 

2015-2016年にロータリークラブ会長を拝命致しま

したが 若い頃は 2003年 4月 1日に関東信越国税局

の 63団体の中の青年部が 5番目として発足されまし

て 私は初代青年部長を 10年間拝命致しました。 

越谷小学校の PTA会長も拝命致しました。明治 6年

創立で卒業生には県会議員・市会議員の方々が PTA

会長になっておりますが PTA活動というのは忙しく

て面倒、仕事に繋がらないというイメージが多いの

ですが私は「かかってこい！」という気持ちでした 

 



 

越谷市内小学校 30校 中学校 15校合計 45名の PTA

会長が集まり PTA連合会の会長も拝命いたしました 

ここでの経験は豆腐屋をやっているだけでは味わえ

ない物をたくさん得る事ができました。 

23700人推移で PTAは減少しております。PTAは面倒

くさい組織でして PTA会費返金の裁判も行われたり

しています。PTAは強制ではなく承諾書提出し会費

を納める体制となっておりますが PTA会費で購入し

たノート、鉛筆等を会費を納めていない家庭の子供

にも配布する事となっております。 

PTAは“子供達を見守る活動に携われる喜び”を持

ってもらう親になってもらうのが私達執行部の役割

ではないかと考えます。 

 

29歳で結婚いたしました私は 10年程子供を授かる

事が出来なかったのですがロータリークラブに入会

したら子供を授かる事が出来まして 今でも“東クラ

ブに入会すると子供を授かる”と・・?! (笑) 

 

 

日本の「すごい発明」という書籍より 

この中で「日本の発明品」はどれでしょう？という 

お話を頂きました。  （卓話資料として会員に配布） 

 

東京オリンピックにお越しいただいた海外の方々が 

夜景を見て楽しんだり、交通網の発達に驚きました 

しかし何よりも感動したのが日本のトイレの優秀さ 

だそうです。持ち帰りたいというコメントが沢山あ

りました。日本は世界の中で少し立ち位置が下がっ

たような報道がありますが私はまだまだ日本はやれ

ると思っています！私は豆腐しか作れませんがいつ

の日か世界に貢献できる日本になると良いと思って

います！ 

 

≪ 大内一幸様より クイズ ≫ 

私はお正月に日光に初詣に行って参りました。 

日光東照宮の三猿「見ざる・言わざる・聞かざる」 

この中で 1匹おしゃれな猿がいます 誰でしょう？ 

         

  

正解は 聞かざるです 

    （ 着 飾 る！） 

 

 

 

 

 

 

 

大内様本日は素敵な卓話ありがとうございました 

最後はサプライズ手品でびっくり！ 

（手品に見入ってしまい写真を撮れなかったのが 

残念です・・また お願いします！） 

 

 

【 出席報告 】               菊地 貴光 副幹事 

＊本日はお招き頂き 本当にありがとうございます。 

厳しい社会情勢が続きますが今日の緊張と感謝の 

気持ちを忘れず頑張ります！ 

・・・・・・・越谷東 RC 大内 TOFU AGE一幸 様 

                        （ 大 内 一 幸 ） 

＊越谷東クラブ 大内パスト会長ようこそ！ 

 卓話 楽しみにしております 手品もあり?! 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 小池 和義 会長 

＊越谷東 RC 大内様 本日の卓話ありがとうござい 

ました。楽しい生き方を参考にさせて頂きます。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 幹事 

＊大内さん 卓話楽しみです!(^^)! 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊大内様 卓話 ありがとうございます 

 本年も宜しくお願い申し上げます。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・仲 文成 会員 

＊お客様 ようこそ・・・・・・・・ 大野 弘 会員 

＊越谷東クラブ 大内様 卓話楽しみにしております 

 毎日 北京オリンピック楽しく見ております 

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 山下 良雄 会員 

＊大内一幸様ようこそ 本日楽しみにしております 

 宜しくお願い致します・・・・ 秋元 志津子 会員 

＊お世話になります。お久しぶりです。 

 お元気で何よりです・・・・・ 山下 ヨシ子 会員 

＊越谷東 RC 大内様 ようこそお越し下さいました。 

 卓話楽しみにしていたのですが仕事が入ってしま 

い残念です。・・・・・・・・・田中 のり子 会員 

＊大内様ようこそ。そろそろ花粉が舞う季節になり 

ました。・・・・・・・・・・・・菊地 貴光 会員 

スマイル金額 12,500円 

 

 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

13名 1名 10名 2名 0名 83.3％ 


