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第1189回例会 12月 6日（水） 

◎ 慶祝行事 

◎ クラブフォーラム（７） 

担当：クラブ奉仕（家族委員会） 

 

第 1188回例会 １１月２９日（水） 

◎ 卓 話 

    『蒟蒻について』  

     担当：谷田会員、長野会員 

 

点 鐘 

 ロータリーソング「手に手つないで」 

 

≪小森 保敏 会長≫ 
一言ご挨拶申し上げます。本日は、長野、谷田会員

の担当で卓話です。よろしくお願いします。 
 ところで、先週は七五三の話をしましたが、本日は、

関西では「十三参り」がより盛んであるという話をし

たいと思います。江戸が発祥の七五三。実は関西では

あまり馴染みがないようです。関西で盛んなのは「十

三参り」。４月１３日までに数えて１３歳になった男女

が、虚空蔵菩薩（こくうぞうぼさつ）を祭る寺院にお

参りして、やくばらいをして、知恵を授けてもらう行

事です。 
 京都の人々に「虚空蔵（こくぞう）さん」と呼ばれ

ている嵐山の法輪寺で、２００年ほど前に始まったと

いわれています。１３歳といえば、生理的にも、心理

的にも大人への過渡期。この時期に知恵と福のある徳

をたまわり、立派な大人になるように祈るのです。法

輪寺にお参りした帰り道、桂川を渡る前に後ろを振り

返ると、せっかく授かった知恵をすべて返してしまう

という言い伝えがあるという話をもちまして、挨拶と

いたします。ありがとうござました。 
 
       ≪出席委員会≫ 

本日のホームクラブ   38／30   78. 95% 

◇ 本日のホームクラブ  欠席者8名 
若山和正君・河村訓陸君・塚原進君・堀田啓司君 

小島正三君・国井省二君・岡田一二三君 

安藤紳一郎君 

 

 

◇ 社会奉仕委員会 ≪白木 副委員長≫ 

去る２３日の祭日ですが若松学園におきまして第２

７回子供の集い（学園祭）が御座いました。若松学園

だけの子供会かなと思って行きました処、沢山の方が

いらっしゃいましてびっくり致しました。地元清風会

の和太鼓演奏に始まり、焼きそば、焼き鳥等の模擬店

やお楽しみ広場、地元の方による野菜販売、１００円

均一、２００円均一の日用品バザー等が御座いました。

我々もこれから若松学園を一生懸命応援していきたい

と思いますので宜しくお願い致します。写真を撮って

来ましたので回覧致しますので御覧下さい、以上で御

座います。有難う御座いました。 
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□例 会 毎週水曜日 □題 字 小森 保敏 

□会 場 岐阜都ホテル 岐阜市長良福光桃林 2695  

tel 295-5222㈹ 

□事務所 岐阜商工会議所（岐阜市神田町 2）tel 264-9235㈹ 

22000066‐‐22000077  
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□会 長 小森 保敏 

□副会長 岡田 忍 

□幹 事 永瀬 章 

□会報記念誌委員長 谷田 育子 

 

R.I.会長 ウィリアム率先しよう 
№1188 
・ボイド氏
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◇ 青少年交換委員会 ≪宮田 委員長≫ 

ＢＯＸの方に入れておきましたお知らせの件で

座います。ミッチ－君が１２月２６日に帰ります

時間は、中部国際空港を午前９時５０分発の飛行

ですが２時間前にいきますので、見送りに来て戴

る方は、私の方まで御連絡を御願い致します。以

で御座います。 

 

◇ 親睦交流委員会 ≪松野 委員長≫ 

  クリスマス家族例会の申し込み期限が本日ま

となっております。例会後でも結構ですので未だ

方は、親睦委員まで出欠の有無を連絡戴けます様

御願い致します。以上で御座います。 

 

◇ 幹事報告 ≪永瀬 幹事≫ 

１．４つのテストのカラーリングブックを篠田ガバ

ーより、購読依頼が御座いまして、理事会を通し

１００部購入致しました。皆様のＢＯＸに一部づ

入れておきましたがまだお子様やお孫さんの為に

利用があれば幹事まで申し出て下さい。 

２．小椋会員の事務所移転、おめでとう御座います

事務所移転がなされておりますので、名簿の変更

御願い致します。以上で御座います。 

                    

◇ ニコニコボックス ≪神谷 良子 委員≫ 

＊馬渕 弘美君･･･役員の皆様御世話になります。

＊谷田育子さん･･･本日卓話です。宜しくお願い致

ます。 

＊松野 秀計君･･･先週は、三島さんに大変御世話

なりました。プールに入ったせいで風邪を引い

しまいました。 

 

 

 

 

 

 
4つのテスト   ①真実かどうか   ②みんなに公平
率先しよう R.I.会長 ウィリアム・ボイド氏
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  １年目はこの芋の脇から出ている生子（ぎご）を

春に畑に植えます。秋に掘り出しますと、５～１０

センチ位の大きさに成長しています。腐らない様に、

凍結しない様に家屋の中で保存して、それをまた、

次の年の春に畑に植えて、秋に掘り出し、また、同

様に保存して、次の年に春に植え、秋に３年玉とし

て収穫します。非常に手間ひまがかかり、３年たた

ないと売物にならない為、蒟蒻をつくる農家が減っ

てきており、やる気をなくしているというのが現状

であります。 

 

し

に

て

 

卓話 担当 ≪谷田 育子 会員≫ 

◇ テーマ 『蒟蒻について』 

今迄仕事についてのお話はした事が無いと思います

ので今日は、私の仕事である蒟蒻についてお話をさせ

て戴きます。蒟蒻あれこれと言う事でいろんな角度か

ら見たお話をしたいと思います。 
１．まず、蒟蒻の由来ですが、蒟蒻芋は、サトイモ科

の多年生植物です。原産地は、インドシナ半島です

が、現在食用として大規模に栽培されているのは主

に日本だけのことです。食べる習慣もミャンマーと

中国の一部に少しあるだけで、日常的に食べている

のはどうも日本だけのようです。言い換えれば、日

本独特の食文化の一つといっても良いと思われます。 
  蒟蒻は別名魔芋といって、煮ても焼いてもそのま

までも食べられません。生のままかじって頂くとわ

かるのですが「いがらい」と言うのがおわかりでし

ょうか。ひりひりして、とても食べられません。そ

のため、獣や動物も食べられませんでした。美味し

い作物は今でも人間よりも先に動物に掘られたりし

て、食べられてしまう。そんな中で蒟蒻芋だけは、

食べられずに残っている。これを何とか工夫して自

分たちの食べ物にしたら、きっと貯蔵できる安定し

た食材になるかも・・・・。ということで、工夫し

て加工する人間の知恵で蒟蒻というものを作り出し

てきたと思われます。 
  旧は蒟蒻にする疑固剤として、木の灰を水に溶か

したものを使っていましたが、今は水酸化カルシウ

ムを利用しています。今日持ってきた蒟蒻芋は３年

玉で、これでやっと蒟蒻に加工して使われます。こ

れは産地の群馬県の農家にお願いして、収穫には少

し早いのですが、掘って送ってもらいました。 

  栽培には、山間の傾斜地で、水はけが良く、一日

の日照時間が半日くらいで照りすぎない条件が必要

のため、今は条件にかなった群馬県が日本の最大の

生産地で、全国の約８０％を生産しています。次に

山梨県、福島県、広島県などの一部にしか、栽培さ

れていません。また、蒟蒻の原料となる芋や精粉は、

日本では輸入禁制品となっています。 
 
 

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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２．歴史については、農耕文化と共に縄文時代には

本に伝わっていたと、記されています。大和朝廷

時代には医薬品として仏教と共に伝わった記録も

ります。また、鎌倉時代の高野山文書には、仏様

供物とされていた記録が残されていて、室町時代

は高級な食材として、寺院から武家屋敷や公家へ

歳暮にも使われていたと伝えられています。蒟蒻

ようやく庶民の食品となったのは、江戸時代から

様でその歴史はなんと１０００年以上であるとい

れています。 
３．蒟蒻業界の現状ですが、日本全体で１０００億

市場といわれ、本当に小さな業界ですが、その中

３０００社余りがこの業界の中で生活しています

ここ１０年余りで約１０００社が消えていって、

だまだ淘汰が進んでいます。 
  そんな中で、私どもでは伝統食品のため、何世

も続く古い歴史を持つメーカーが特に多く、岐阜

下で７２軒ある中で、私の会社は昭和４２年から

めましたので、７１番目の創業であり、この業界

は新参者でございます。そのため、地域に根ざし

古い時代からのお客様とのつながりがなく、それ

幸いして新しい時代のスーパーマーケットという

品小売業界の量販店に活路を見出して、今日に至

ています。 
何も知らなかった事が幸いしてと言いますか、

いしらがみにする事なく、新しい時代の販路を見

して行った事が、良かったのかなあと今になって

思われます。景気の良いときも悪いときも、蒟蒻

消費は殆ど変わりませんが、少しずつ減少してき

います。やはり、若い人たちが食べてもらえるよ

に工夫しないと、この業界の将来はないと思いま

蒟蒻の美味しさや調理方法を知っているお年寄

がどんどん亡くなってしまう前に、私達が学び次

時代に継いでいかないと・・・・。と思っていま

が、都市部ではまな板のない家庭も増えていて、

うやって切るかというと、スプーンで切るそうで

そんな中で雇用の確保の関係もあって、蒟蒻の売

ない夏に何か造るもの・・・・・。ということで

めたのが寒天と、ところ天で、約２０年位前にな

ます。 
  余談になりますが、今年の６月にＮＨＫ放送や

放が寒天とところ天が健康に良いと放映したため

商品が一日にして、スーパーの店頭から消えてし

い、製造が追いつかない日々が続いて、少しおさ

ってきていますが、まだ続いています。 
  これだけ火がつくと日本中から原料や資材がな

なってしまい、それらを確保するのに現金前渡で

やっと手元に引いて製造していますが、原油高も

なって、原料は、７割～８割高、資材は５割高で

状の価格では吸収できず、値上げをお願いしても
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Ｋは出ず、これだけ売れているのに、造れば赤字と

いう、非常に辛い状況の中にいます。売れ始めた頃

は、チャンスとばかり、喜んでいたのですが、長い

間の疲れも手伝って、やっぱり程々が一番良いと、

今ではつくづく思っています。 
４．利用方法については、 
①蒟蒻にするのが、一番多い中で、お菓子として一

時ブームになった蒟蒻畑など、ゼリーにも多く使

われています。 
②食パンの中にもしっとり感ともちもち感をだすの

に粘りと、保湿の両面で使われています。 
③今問題になっているアスベストにも、蒟蒻の粘り

を利用して固定するのに一部使用されていたよう

です。 
④建築資材の分野でも現在使われている、合板やク

ロスは貼り併せに有機溶液が使われていることが

多いため、日本の四季にあわせて、湿気の調整が

できる土壁が見直されていて、その中に燃えにく

く、地震に強く、土に環る補強剤として、蒟蒻が

使われる研究がされているようです。 
   最近の研究でも、古いお城などに使われている

しっくいの白壁にも、石灰と一緒に煉られ雨や風、

水、地震に対しての強化剤として、蒟蒻の糊が使

われていたのが、解ったそうです。 
⑤戦争中には偏西風を利用して、アメリカ大陸に向

けて風船爆弾を飛ばし、そのうちの何個かは大陸

に届き、立派に兵器の役目を果たしたそうですが、

その和紙の風船を造るときの張り併せに蒟蒻の糊

が使われていたのですが、アメリカではどれだけ

調べてもこの強力な接着剤がなんであるか解らな

かった、と資料に残っています。 
⑥和紙の原料の中にも使われていて、非常に強度が

出ます。 
※最近ではその和紙を使ってウェディングドレスな

ど美濃のお友達が作って話題になっていますが、

その和紙の中にも蒟蒻の糊が練りこまれていて、

強度としなやかさを保ち、洗える和紙の洋服も水

に溶けることなく、立派に役目を果たしています。 
※将来は土に還る生分解性の食器やトレー、梱包資

材の一部にも蒟蒻の糊の特性を生かした強化素材

としての重要な役割を担うこととなり、地球を大

切にする一役を果たすことと思っています。 
５．食べる効果としましては、以上のような利用方法

などがありますが、私どもの商いには直接関係のな

いことばかりで、やはり食べて頂かなければいけま

せんので、健康面での効果をお話したいと思います。 
・蒟蒻そのものには栄養価は殆どありません。ほと

んどが水分で約９６％あります。体の調子を整え

るのに、非常に役に立っているのが蒟蒻の働きで、

昔から「精根尽きたらコンのつくものを食べると 

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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よい」といわれて、蒟蒻、大根、蓮根、昆布など、

貝原益軒が「養正訓」の中で述べています。 
・生活習慣病を防ぐ働きがあり、糖尿病や高脂血症

など、従来は大人の病気とされていた疾患が子ど

もにも広がって、現在は「成人病」ではなく、「生

活習慣病」と呼ばれるようになりました。 
・こんにゃくに含まれる食物繊維のグルコマンナン

は、胃や腸で消化されず大腸で分解されます。そ

の際に発生する有機酸が腸を刺激して便秘を解消

します。 
・植物繊維が多いため、腸の壁についた汚れを落と

し、余分な栄養分やコレステロールを吸収して、

体の外に出す働きや、腸内の善玉菌の働きを助け、

悪玉菌を抑える作用もあります。 
・カルシウム不足の補給品として、とても良いアル

カリ性食品です。最近の子どものイライラする、

切れやすい・・・など、高カロリーの食事を摂り

すぎてエネルギーの消費が少ないために、血液が

酸性になりやすく、すぐカッとなって、切れる。

大きな社会問題になってきているものの一つです

が、カルシウム不足が原因とも言われています。 
  また、骨折しやすい子どもも増えていますが、こ

れもカルシウムと運動不足が原因といわれていま

す。 
・その他、セラミド効果と言って、蒟蒻のグルコマ

ンナンの中に多く含まれていることが最近になっ

て発見されてたのですが、しっとり、スベスベの

肌を保ち、メラニン色素を抑え美白効果があり、

アトピー性皮膚炎や乾燥肌にも良いとされている

もので、他の植物原料の７倍～１５倍も多く含ま

れているため、化粧品会社でも蒟蒻に熱い期待を

寄せているとのことです。 
   一番良いのは美味しく食べてしっとりと美しく

なる、一石二鳥の蒟蒻を是非とも食卓の上に乗せ

ていただきたいのが今日こちらに参りましてお話

をさせていただいた、私の一番のお願いでござい

ます。皆様におくばりしました来年のカレンダー

ですが、蒟蒻料理がたくさん載っております。是

非、台所にかざって頂いて奥様に蒟蒻料理をたく

さん作って頂いて、蒟蒻の消費に協力して頂けれ

ば幸いに存じます。今日は本当にありがとうござ

いました。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 大会で日本一になった蒟蒻芋 － 
 
 
 
 
 
 

閉会の辞 ≪岡田 忍 副会長≫ 
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次回例会のご案内  12月１6日（土） 

 

・クリスマス家族例会（13日繰り下げ）

 

担当 親睦交流委員会 

担当／クラブ会報委員会 原尾 勝 

4つのテスト   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 


