
 

 

 

２０２２年 １月 １３日発行 会報第１０８５号 

今週のプログラム 

（2022年 1月 13日 第 1085回例会） 

 

卓話：私のハーレー 

 

担当：山本 雅之会員 

 

次週のプログラム 

（2022年 1月 20日 第 1086回例会） 

 

３分間卓話③ 

 

（テーマ 自由） 

第１０８４回例会 （２０２２年１月６日）の記録 

               ＜会長の時間＞         水島 洋 会長 

皆さん、新年明けましておめでとうございます。 

２０２１－２２年度 後期プログラムがスタートします。 

後期は地区委員会の卓話は 1回で、あとはフォーラム 1回、アッセンブリー２回、ファイヤー 

サイドミーティング２回、お花見例会 1回、会員による卓話が１１回等となっています。 

後期の２４回の例会もご協力の程どうぞよろしくお願いします。 

さて、１０月から 3ケ月連続で会場例会が開催できましたので、このまま継続して欲しいものです

が、ここに来て雲行きが少しあやしくなってきました。 

昨日の沖縄県の発表では、沖縄県の新規感染者数が６００人となり、３日間で４倍に増えている 

ようです。まん延防止等重点措置の発令も取りざたされているようですが、何とか感染爆発が 

起きずに持ちこたえて欲しいものです。 

本日は新年例会ですので、会員の皆様と共にル・ジャルダンさんのおいしい料理とお酒で新年を 

お祝いしたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

   

水島会長      ＜1 月の誕生日＞7 日近藤 美里さん  乾杯のご発声 山本幹事 

                    15 日西本 明文会員 



  
＜本日のビジター＞ 2021 学年度 米山奨学生 アクサ メイリアナ インタニさん 

 

          
＜出席報告＞      松田 親男 SAA 

会員数（内出席免除会員 1 名）    17 名 

本日の出席者数           11 名 

（内出席免除会員 0 名） 

（名誉会員    0 名） 

本日の出席率           68.75％ 

12 月のホームクラブ出席率     65.15％ 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪国歌 君が代 

♪奉仕の理想 

＜本日の演奏曲目＞   近藤 美里さん 

1.春の海          宮城 道雄 

2.JE
ジ ェ

 TE
ト ゥ

 VEUX
ヴ

 

＜幹事報告＞                           山本 友亮 幹事 

１．本日第 3 四半期会費請求書を各会員レターケースに配布致しました。 

1 月末日までにご納入ください。 

 

２．グループメールにて配信致しましたが、理事会は来週に延期させて頂きます。 

 

＜中国料理 翠園 料理長 古藤 和豊様よりご挨拶＞ 

皆様 明けましておめでとうございます。 

本日は新年例会という事で、いつもより豪華にしています。 

メイン料理の黒酢の酢豚ですが、沖縄のやんばる豚を 4～5 時間かけて柔らかくしたものを 

テリーヌにしてから、揚げていまして、独特の食感になっています。 

昨年 10 月に読売 TV に取り上げて頂いてから人気メニューとなり、単品でもテイクアウト 

でも多くの方にお召し上がり頂いています。その他には、おめでたい赤い食材で金目鯛や 

海老などを入れています。本年もよろしくお願い致します。 

《本日のお料理》           古藤
こ と う

 料理長 

     

 

１．正月前菜盛り合せ ２．蟹肉入りふかひれスープ ３．金目鯛の蒸し物 

４．やんばる豚の黒酢すぶた ５．点心三種盛り ６．サーモン入りの炒飯 

７．杏仁豆腐と桃饅頭 



 
＜ＳＡＡ報告＞                           松田 親男 SAA 

※スマイルボックス 

水島会員      明けまして おめでとうございます。 

藤田会員      新年例会 皆様お楽しみ下さい！！ 

黒川会員      明けまして おめでとう！！ 

 

※ラオス基金 

黒川会員      ラオスは？ 

 

※ロータリー財団 

水本会員      明けまして おめでとうございます。 

          筆不精で年賀状！申し訳ありませんでした。 

黒川会員      色々ありました。昨年は！！ 

相原会員      新年おめでとうございます。 

 

※米山記念奨学会 

木下会員      あけまして おめでとうございます。 

黒川会員      アクサさんよろしく！！ 

相原会員      本年もよろしくお願いします。 

 

※メイプル基金 

藤田会員     明けまして おめでとうございます。 

         クリスマス例会 皆様ありがとうございました！！ 

山本(友)会員    本年もよろしく御願いします。 

松田会員     膝（ヒザ）が痛い。助けて！！ 

黒川会員     オミクロンが来た！！ 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆年末・年始の近況報告◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

山本友亮会員 

12 月 12 日に娘が第 2 子を出産しまして孫が 5 人になりました。4 年間で 5 人次々と孫が産ま

れました。年末に愛犬の黒ラブを車に乗せて服部緑地に連れて行きました。おじいちゃんは 

孫守りの役には立たず、淋しいものです… 

 

米山奨学生 アクサさん 

お正月は修士論文を仕上げていました。クリスマスに頂いたおみかんは友達と食べました。 

ありがとうございました。 

                                     

 

 

 



 

黒川会員 

山本加奈子さんが関西医科大学 看護学部 教授に内定している事をお伝え致します。 

お母様は岡山での暮らしが平和だそうですので、ご本人だけ大阪へ来られるそうです。 

先ほど中津済生会病院での会合で、新型のオミクロン株をなめるなという話が出ていました。 

重病の比率が少ないだけで、感染力が非常に強いのです。 

 

山田会員 

例年通り年中無休の施設ですので、働いてくれるスタッフの為に差し入ればかりしています。 

1 月 1 日～1 月 3 日は友人宅でお鍋をしたり、感染対策をしながら夜中 1 時、2 時まで映画や 

ドラマを見て過ごしました。今年は粛々とのんびり ゆるゆると行きたいと思います。 

 

木下会員 

子どもが小さい頃は高野山や比叡山で年越しをしていたのですが 

下の娘が再来週受験なので、すぐ近くの自分の実家以外はどこにも出かけていません。 

ランニングは 12/29～1/3 まで毎日 12.5Km 走りました。痩せませんが体力は付きました。 

今、自分がコロナにかかったら子供に恨まれるので、ここ 2 週間は非常に気を遣います。 

 

松田会員 

クリスマスのケーナでは近藤さんに感謝しています。プロのピアニストと一緒に演奏ができて 

私はフォルクローレ仲間に自慢できます。良い思い出ができました。 

あと、昨年４月の予定でした宮古島での娘（既に入籍済みです）の結婚式がコロナ禍で 

今年の 3 月に延期になりましたが、また感染が拡大してきて、果たして挙式できるかどうか？  

 

高田会員 

お正月、会社は閉まっていますが、ロードサービス等の電話がかかってきます。 

故障対応や台車手配、事故車を預かって年明けに工場に出したりしますが、 

案件がたくさんあり、去年よりは人の流れが確実に多くなっています。 

 

山本雅之会員 

昨年はアキレス腱炎で 11 月末まで走れませんでした。しかし申し込んでいた大阪マラソンが 

9 月末に当たったので、エントリーをしまして 12 月からケアをして走り始めて 12 月末には

15Km 走れるようになりました。1 月 2 日には自宅から走って勝尾寺まで初詣に行きました。

道路は車で非常に混んでいたので、走って正解でした。その他には、娘に勧められて 

「イカゲーム」を朝から晩まで 10 時間かけて第 1 話から 10 話まで全編見ました。 

      



 
水本会員 

昨年から変わらず次女と孫たちがいる生活ですが、元日の昼には弟夫婦 夜には長女の家族も 

来ました。2 日には私と嫁と長男で堺の嫁の実家に行き、美味しい日本酒を飲ませてもらい、 

昼過ぎには失礼して、夜は家族でしゃぶしゃぶを食べました。3 日はゴルフをしました。 

コロナ禍で楽しめることはゴルフぐらいです。 

 

近藤 事務局員 

昨年のクリスマス例会は、松田先生のケーナとのセッションができ、とても楽しかったです。 

例会前後に何度か合わせをしていました。また、アクサさんもギターを担いで事務所まで音合

わせに来てくれました。ピアノ演奏を長く続けていることにより、いろいろな方と音楽を通じ

て交流ができるのは幸せなことだとつくづく感じております。 

 

藤田会員 

昨年も 30 日にもちつきをしましたが、31 日お伊勢参りはできませんでした。 

1 月 3 日は枚方の嫁の実家、石清水八幡宮に行きました。えびっさんにも行きたいと 

思っています。年末年始は、いや年中神頼みです。3 月ぐらいにはコロナがまた収まって 

親睦で何かできるのではないかと考えています。 

山本加奈子さんにも是非例会に来てほしいですね！ 

 

相原会員 

今年もコロナ禍でどこへも行かずに家でゆっくり過ごしました。 

ご存知の方もおられると思いますが、私の祖父は昭和 44 年 4 月 4 日、父は 54 年 4 月 4 日に 

亡くなっております。64 年は天皇崩御で 4 月 4 日はありませんでした。 

平成 4 年 4 月 4 日は、何とか乗り切りましたが、今年の 4 月 4 日は？？？ 

まあ、今までにやりたい事はやってきましたが… 

また、何とか頑張って行きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

＊山田会長エレクトのご挨拶 

今日は皆様のお顔を見る事が出来てうれしいです。 

今年はコロナ禍の中で、水島会長の後はやりにくいのですが、頼りになる山本友亮さんと 

男気のある藤田さん、そして畏れ多い先輩方と共に水島会長の下で勉強をしながら、 

また感染対策をしながら皆様と楽しい時間を持ちたいと思います。 

今年も皆様とご家族のご健康と幸せをお祈り致します。 

 

        一本締めで和やかに新年例会はお開きとなりました。 

    

  

 


