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親睦がつなぐ笑顔。
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葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2938 回

2022 年 1 月 13 日

Rotary Rate 115 円

2021 年 12 月 23 日 第 2937 回例会報告
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但馬史朗氏（ゲストスピーカー）
王季帆さん（米山奨学生）
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バギオ基金感謝状…高橋史郎君

会 長 報 告
⚫

新入会員 川村恵三さんの入会手続きが
無事終了いたしました。大分類が農産物、
分類が生花販売の職業分類となります。
年末年始は繁忙期なので 2 月 3 日が入会日
となります。よろしくお願いします。
⚫ ガバナーノミニーデジグネートが決定さ
れました。 福生ロータリークラブ会員の
石川彌八郎さんが、2024-25 年度当地区ガ
バナーに決定されましたのでご報告させ
て頂きます。
幹 事 報 告
⚫

1 月 13 日(木) 初例会

⚫
⚫

2 月 3 日(木) ガバナー公式訪問 クラブ
協議会（発表者には追って連絡予定）
3 月 2～3 日(水・木) 第 2580 地区 202122 年度地区大会（ニューオータニ） 今月
末締め切り
3 月 3 日(木)10 時～ 新入会員昼食会（入
会 3 年未満の方はぜひ）
精養軒様よりカレンダーを頂いておりま
す。お帰りの際にお持ちください。

委 員 会 報 告
⚫

親睦活動委員会…年忘れ家族親睦会、参加
いただきまして本当にありがとうござい
ました。至らない点も多々あったかと思い
ますが、皆さまの笑顔を拝見できたので、
喜んでいただけたのかなと自己満足をし
ております。また写真を掲載させて頂いて
おります。今回の例会含め、3 回掲示いた
しますので、ご希望の方は申込書に記入い
ただき事務局へ提出ください。心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。

出 席 報 告 会員44名中32名 出席率75％
Remote1名
前々回の出席率 95.45％
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…平岩君
…芝君 今井君
…小出君
渡邉会長 影山幹事…ゲストスピーカー但馬
史朗様、本日は卓話をよろしくお願い致しま
す。楽しみにしています。会員の皆様、先週の
年忘れ家族親睦会は皆様のご協力のおかげで
とても楽しい会となりました。本当にありがと
うございました。
小林君…本日の卓話者、但馬志朗さんをご紹介
致します。宜しくお願いします。表参道のお店
「しろう」にも行ってあげてください！
佐藤（徹）君…来年こそ良き年であります様
に！
鈴木（喬）君…クリスマス会で直前会長賞を
いただきました。守屋さん、おかげさまでお
餅が買えます。皆様、よいお年をお迎え下さ
い。
樽澤君…三三七拍子！
原田君…来年こそ、通常の例会が続くことを
祈ります。来年も宜しくお願いします。
吉田（正）君…年忘れ家族親睦会の抽選会で
直前幹事賞が当たりました。高橋史郎さん、
ありがとうございます。
守屋君 高橋（史）君…今年も一年お世話に
なりました。来年もよろしくお願いします。
張替君 中山君…先日の年忘れ家族親睦会、
大盛況でした。皆様、お疲れさまでした。
樽澤君 張替君 中山君…メリークリスマ
ス、 ミスターローレンス
中山君…先日、同業買収を締結しました。更
に事業発展に努めます。
平岩君…今年もお世話になりました。来年と
なる後半も宜しくお願い致します。
中山応援団（樽澤君 人見君 影山君 岩崎
君 高橋（秀）君 芦川君）…中山さん、最
近マジメで面白くないです。ネタがありませ
ん！！
親睦活動委員会（細沼君 船木君 樽澤君
ベルマン君 松井君 鈴木（又）君 高橋
（秀）君 大林君）…年忘れ家族親睦会、盛
況に執り行うことが出来ました。会員皆様の
お陰です。ありがとうございました。
ＳＡＡ一同…今年もお世話になりました。残り
6 か月ＳＡＡ頑張ります。

合計 41,000 円 累計 949,478 円

会員お誕生祝
ご結婚祝

本日の卓話

「迎春 津軽三味線の魅力」
津軽三味線奏者
栗原武啓氏
紹介者 土屋君

卓 話
12 月 23 日(木)の卓話は、
460 カンパニー代表取締役
但馬史朗氏に「蕎麦にまつ
わるエトセトラ」という演
題でお話いただきました。
私は、26 歳でサラリーマン
をしていたが、会社での香
港出店に名乗りを上げたところ、それから様々な
ものに関心を持って挑戦するようになり、表参道
にて蕎麦屋を開店。最初は日本料理にしようと思
ったが、蕎麦に縁があり蕎麦打ち等の蕎麦のイロ
ハを先生より教えてもらう。蕎麦屋の店主になっ
て今年で 6 年目。毎日蕎麦を打っている中で蕎麦
から教わることがある。蕎麦打ちをイメージした
時、蕎麦を切る瞬間が花形だと皆さんは思うのか
もしれないが、その花形である蕎麦を切るために
はのすこと。のすためには綺麗な蕎麦の球を作る
必要があり、綺麗な球を作るためには水増し、こ
れが一番重要である。
水増しでは通常、およそキロ当たり 45％の加水を
するが、その日の蕎麦粉の状態、湿度や気温によ
って加水の仕方がだいぶ変わるため、緊張する一
瞬なのだ。どのくらい変わるのかというと、100％
のうち 1、2％の状態変化で蕎麦がガラッと変化し
てしまう。様々な飲食業をみるとわかるが、蕎麦
と比べるとパスタやパンはずいぶん寛容で、あと
から微調整もできる。しかし蕎麦は、途中で間違
えると微調整が全く効かず厳しいため、蕎麦の計
量から水増しの作業が肝心。
どの蕎麦が一番おいしいか、という論点について
は、食べ方や味、香り、そういったものの本人の好
みだと思う。
ただ店主としてお伝えするならば、蕎麦は提供さ
れてから一刻も早く召し上がっていただいて、す
すり上げて頂くのが蕎麦を一番おいしく召し上が
っていただける方法である。
また、昔散らばった金くずを拾うのに、蕎麦粉を
固めたものを水で洗って集めていたということ
で、お蕎麦は金を集める道具、という部分でも蕎
麦は非常に縁起が良いのです。
最後に蕎麦八徳について教えて頂いた。

次週卓話予定 1/20

「ずばり今年の運勢」
メンバー
小出芳山氏（小出康夫君）

会員の皆さまが安心してロータリークラブ
活動にご参加頂けるような環境作りを心掛
けて参ります。

2021-22 年度
会長 渡邉浩

本年も会員の皆さま、ご家族の皆さまにとっ
て、健康で明るく楽しい一年となりますこと
を心よりご祈念申し上げて新年のご挨拶と
させて頂きます。引き続き、ご支援、ご指導
のほど宜しくお願い申し上げます。

皆さま、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。本年もど
うぞ宜しくお願い申し上げます。
昨年の７月に当クラブの会長を拝命してか
ら早いもので６ヵ月が経過し、何とか今年度
の折り返し地点を通過することが出来まし
た。これも偏に会員の皆さまの温かいご支援
とご協力のおかげと心より感謝申し上げま
す。
さて、今年、２０２２年の干支は「壬寅（み
ずのえ・とら）」であります。果たしてどん
な年になるのでしょうか。少し調べてみます
と、「壬寅」は「陽気を孕み、春の胎動を助
く」、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に
溢れ、華々しく生まれる年になるということ
の様です。
これを我々のロータリークラブ活動に当て
嵌めてみますと、私たちは昨年までコロナ禍
により色々な困難を経験してきましたが、こ
の困難が大きいほど、今年になってコロナ禍
を克服した先には、これまで以上に強い絆で
結ばれた会員相互の信頼が生まれ、より活発
で実効的な奉仕活動が展開されていく一年
になるという事かと思います。
新型コロナ・ウィルス感染については、オミ
クロン株などウィルスは次々とその姿を変
異させて我々に襲い掛かって来ますが、今年
も感染防止に最大限の注意を払い、

2021-22 年度
幹事 影山幸一郎
皆様、新年明けましておめでとうございま
す。
昨年は皆様に大変世話になりました。本年
も何卒宜しくお願い申し上げます。
これまで多くの皆様のお助けいただきま
した事、心より感謝申し上げます。
不甲斐なさは残るものの、おかげさまでな
んとか折り返し地点を迎えることができ
ました。
年初は緊急事態宣言下のおり、試行錯誤の
運営が続いてしまいましたが、渡邉会長テ
ーマ「親睦がつなぐ笑顔。そして、回復へ
の支援。」を掲げ、後半の運営を楽しく進
めて参りたいと考えております。引き続き
応援下さいます様、何卒宜しくお願い申し
あげます。
時節柄コロナウィルスも変異株が猛威を
振るう予想もされます。まだまだ油断なり
ませんが、皆様どうぞお身体をご自愛なさ
ってください。

国際ロータリーとロータリー財団の見解表明
予防接種をするという決断は、市民として、また人
道的に必要不可欠であると私たちは考えていま
す。ロータリーは、政治的または宗教的な団体では
なく、奉仕団体です。私たちの見解表明について
も、奉仕団体としての立場から皆さまにお伝えし
ています。
全世界における予防接種こそが、新型コロナウイ
ルスの世界的流行および新たな変異株の出現を阻
止するための方法です。ロータリーは予防接種を
支持し、会員を含め、現時点で新型コロナワクチン
の接種を受けることができるすべての人に対して
予防接種を強く奨励しています。新型コロナウイ
ルスが拡大している地域では、地域社会が多大な
困難に直面し、医療システムがひっ迫し、飛び交う
意見により人びとが分断されています。世界が癒
しに向かうには、ウイルスの拡大阻止が極めて重
要となります。この度の見解表明は、ロータリーの
立場をさらに固めることを目的としています。
誤情報が「インフォデミック」となり、新型コロナ
ウイルスとの闘いを妨げています。国際ロータリ
ーとロータリー財団では、ロータリーの「四つのテ
スト」に従い、科学に基づく情報を会員に提供する
ことに力を注いでいます。
ワン・ロータリー・センター（ロータリー世界本部）
の国際ロータリー職員には、2021 年 10 月 10 日時
点で新型コロナウイルスの予防接種が義務づけら
れ、それが雇用の条件となっています。RI 職員の
予防接種率は、99％を上回っています。
ロータリーは全世界で、すべての人がワクチンに
公平にアクセスできるよう、積極的に取り組んで
います。これには、G20 各国とのアドボカシーや
GAVI／COVAX との概念実証プログラムが含まれ、ポ
リオ根絶活動における前線での経験を生かして、
ロータリアンが活動する複数の低・中所得国での
ワクチン配布を促進しています。多くのクラブが
既に新型コロナウイルスの感染予防に深く関わっ
ていますが、私たちは集団的な取り組みを増やす
ための追加の戦略にも取り組んでいます。GAVI／
COVAX とは、新型コロナワクチンの世界的アクセス
と配布に力を注いでいる世界保健機関（WHO）と
UNICEF（国連児童基金）を含むパートナーシップで
す。

現時点でワクチンを接種できていない子どもは、
大きな危険にさらされています。すべての子ども
にワクチンを接種するまで、予防接種を受けられ
ない子どもを保護する最善の方法は、大人への予
防接種です。予防接種率の低い地域では、新型コロ
ナウイルスによる子どもの入院数が急増していま
す。
現時点でワクチンを接種できていない子どもは、
大きな危険にさらされています。すべての子ども
にワクチンを接種するまで、予防接種を受けられ
ない子どもを保護する最善の方法は、大人への予
防接種です。予防接種率の低い地域では、新型コロ
ナウイルスによる子どもの入院数が急増していま
す。
ロータリーは、救命医療を提供している各地の医
療従事者に敬意を表します。これらの英雄を各ク
ラブが地元で称えることで、重要な仕事を続ける
ことへの勇気と意欲が与えられます。ロータリー
は、医療従事者に対するいかなる嫌がらせや攻撃
も、断固として拒絶します。
ロータリークラブとローターアクトクラブに対
し、次のことが奨励されています：人びとの模範と
なる。
新型コロナウイルス感染症の治療、予防、ワクチン
接種を支援する取り組みを倍増させる。
ワクチンは、現代医学の最大の進歩の一つである
ことが証明されています。世界保健機関（WHO）は、
ワクチンによって毎年 200 万～300 万人の子ども
の命が救われていると推定しています。また、世界
ポリオ根絶推進活動（GPEI）は、これまでにポリオ
ワクチンによって 1,900 万人以上の子どもが身体
まひから救われたと推定しています。ワクチンは
安全で効果があり、天然痘、はしか、風疹、エボラ
出血熱などワクチンで予防可能なほかの多くの疾
患の根絶や抑制において役割を果たしています。
そして今、ワクチンを通じて新型コロナウイルス
の世界的流行を終わらせる機会が訪れています。
ポリオの根絶は、今もロータリーの最優先目標で
す。ポリオとの闘いで学んだことを新型コロナウ
イルス対応にも生かすことができます。
心を込めて
国際ロータリー会長
シェカール・メータ
ロータリー財団管理委員長
ジョン F. ジャーム

