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【 COVID-19 感染症対策として例会の簡素化を実施しています 】 

 

点鐘・ソング 

省略 

来客・来訪会員紹介 

なし 

歓迎歌 

なし 

お祝い 

なし 

出席報告 

会員数 出席者数 MU数 免除 欠席者数 出席率(%) 前々回修正出席率(%) 

26 25 0 0 1 96.15 休 会 

 欠席会員：岡田会員 

 

会長の時間 

先日、新入会員ゴルフコンペを開催しました。11人の会員の皆様に参加して頂きありがとうござい

ました。楽しくラウンドが出来、また絶好の親睦の場になったと思います。成績の方は、高見会員が

またも一位を取り、相変わらず「持っているな」と思いました。また、名田会員が初めて 100を切り、

今一番ゴルフが楽しいだろうなと思います。私の方は、ドラコン 1つとパーを 2個取れたので上出来

だなと思っています。 

今回の参加賞がマスカットで持って帰ると子供達が喜んでいたのですが、次の日、私は 2個食べて

いたのですが、早く学校から帰ってきた次男が美味しいと言って、残りの全部を食べてしまいました。
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それを知った6年生の長女が怒ってしまい次の日、市場でマスカットを買わされることになりました。

やはり、マスカットは高級品でして、巨峰やピオーネと比べたら 1,000 円～2,000 円くらいは値段が

高いです。次回のコンペの幹事は高見会員と私なので、次回も高級なものを用意したいと思っていま

す。また、多くの皆様の参加程宜しくお願い致します。 

 今日は、値段的にはマスカットより高い秋の味覚松茸について触れてみたいと思います。 

現在、日本に流通している松茸の約 95％は海外からの輸入です。そのうち中国からの輸入が約 3/4を

しめています。ほかには、カナダ、アメリカ、トルコ産などです。 

日本国内の生産量ですが、最も多かった 1941 年と比べると、現在は 1/200 程度だそうです。近年で

は生産量が最も多かったのは長野県で、全体の半分近くを占めています。次に岩手県で、その次が岡

山県、そして石川県、京都府と続きます。国内の松茸が年々、少なくなっていく中、他のキノコのよ

うに、松茸の人工栽培の研究が長年にわたり行われています。 

2018 年には、松茸に近い「バカマツタケ」というキノコの人工栽培に成功しましたが、残念なが

ら松茸はまだ成功していないそうです。松茸をはじめとするキノコは、植物ではなく「菌類」で、カ

ビや酵母と同じ仲間だそうです。そんな中、同じキノコでも松茸は、他のキノコとは大きく違う点が

あります。椎茸などの多くのキノコは、木の組織を分解して栄養源にしています。そのため生きてい

る木ではなく、倒れたり枯れてしまったりした木にくっ付いて成長します。伐採した木を使った「原

木椎茸栽培」がありますが、まさにそんな感じです。 

それに対して松茸は、木と一緒に共に生きる、いわゆる“共生”をしています。どういうことかとい

いますと、松茸を作る菌は、土の中にある水分やミネラルといった栄養分を木に供給します。その代

わりに木は、光合成で作られた栄養分を松茸の菌に与えています。そうやって松茸は成長していきま

す。まさに“共生”です。このため、人工栽培がとても難しいとされています。今、提供している松茸

のメニューは、松茸の土瓶蒸し、焼き松茸、松茸の炊き込みご飯です。 

“秋の味覚”と言えば松茸って言える時代がこれからも続いて欲しいなと思います。 

 

2021年 10月 1日開催の理事会報告 

危機管理委員会の設置について(任期 5年) 

理事会とは別枠で作った方がよい。 

大岩会員・箸蔵会員・半田会員・田村会員・寺本会員・宮本会員・その年の会長 

戦略計画委員会の設置(任期 5年) 

戦略計画委員会を作り、ビジョンの作成をお願いしたい。 

深澤会員・辻会員・塚崎会員・大岩会員 

コロナ禍での例会の実施について 

①緊急事態宣言・蔓延防止等重点措置、発令時のメーキャップの受け入れについて 

宣言発令期間中はメーキャップの受け入れはしない 

②コロナに罹患・濃厚接触者になった時の出欠の取り扱いについて 

コロナに感染、または濃厚接触者になった場合、2週間以上は例会を休んでもらう 

③海外渡航後のメーキャップ扱い期間延長について 

海外渡航(国際大会等)後も 2週間以上は例会を休んでもらう。 

④危機管理委員会の決定事項は理事会の承認を必要とする 

理事会での承認を必要とする 
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幹事報告 

○ガバナー事務所より 2021-22年度ポリオ根絶チャリティーゴルフコンペの案内が届いております。 

2021年 10月 25日（月）  小野東洋ゴルフ倶楽部 

○相生 RCより週報（No.3052-3057）、赤穂 RCより週報（No.3261-3266）、並びに龍野 RCより週

報（No.3022-3030）を頂いております。 

○県赤十字血液センターより、献血受付協力のお願いが届いております。 

2021年 10月 28日（木）  上郡町役場にて 

○親睦活動委員会会計より、10/3に開催された新入会員歓迎ゴルフコンペに 2万円支出しました。 

○来週 15日（金）は休会です。 

 

各委員会報告 

社会奉仕委員会 

10月 28日に上郡町役場前で献血が実施されます。都合のつく方はご協力宜しくお願い致します。 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

 会員スピーチ  ≪会員増強に関して≫   会員増強委員会 田村委員長 

緊急事態宣言で休会となり、会員増強についてのスピーチが8月から伸び、本日となりましたが、

よろしくお願いします。 

当地区の会員維持増強セミナーが、7 月 10 日（土）に神戸ポートピアホテルで行われ、朝来会

長と私が ZOOM で参加しました。かなり前になってしまいましたので、内容を覚えていないとこ

ろも多々あるのですが、思い出しながらそのときの話をします。 

セミナーのスケジュールは、吉岡博忠ガバナーの挨拶から始まり、梅原可奈子委員長の趣旨説明、

滝澤パストガバナーの基調講演と続き、橋本雅彦副委員長と、田中正喜公共イメージ委員長のスピ

ーチがあり、阪上栄樹ガバナーエレクとの講評、閉会挨拶で終わりました。 

滝澤パストガバナーの基調講演の中で印象に残っているのは、ロータリーに入会してもらいたい

と思う人がいる場合、その人が勧誘された時に、たぶん考えるだろう疑問に対してきちんと答えら

れるかという話でした。その疑問というのは、 

(1) 今、ロータリーに入って何かいいことがあるのか 

(2) 時間はどれほどとられるのか 

(3) 費用はどれくらいかかるのか 

(4) クラブにはどういう人がいるのか 

という 4つです。考えてみると、(3)・(4)は答えることができると思うのですが、(1)・(2)は具体的

に話すことができないかもしれません。私自身が今一度そのあたりを認識しないといけないなと思

いました。 

 橋本雅彦会員維持増強副委員長が地区の現状分析についてお話しされました。前からおられる会

員の方はよくご存じの話だと思いますが、現在第 2680地区の会員は 2664名で、1998年の一番多
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かったときから 36%減となっています。そのうち女性会員は 123名です。その割合は全国平均より

も少ないそうです。また、当地区の会員の平均年齢は 63.45歳で、当然のことながら若い会員が増

えないと、どんどん高くなっていきます。そんな中、上郡佐用ロータリークラブは女性会員の比率

も高いし、平均年齢も 62.1歳です。田舎の小さなクラブだけど、本当に頑張っていると思います。 

もう一つの問題として挙げておられたのが、少人数クラブがどんどん増えているということです。

これは人口が減っていっている現状がありますので、仕方ない部分があるとは思うのですが、橋本

副委員長は、入会金や年会費、例会の時間や会場、そしてその頻度、又はクラブの形態など、クラ

ブの運営方法に工夫をこらして、会員の「新たな層」を受け入れる努力をしてほしいと話しておら

れました。 

その後、田中正喜公共イメージ委員長は、ロータリークラブの認知度の話をされました。印象的

だったのは、「知っている」と「名前だけは知っている」という人を含めても、ロータリークラブ

は、ライオンズクラブに比べて、認知度が 10%ぐらい低いということでした。私自身の感じている

イメージも、なんとなくライオンズクラブの方が目立っている気がします。あまり出しゃばらずに、

でも地道に活動を続けているというのが、ロータリークラブの美意識というか、価値観である気も

するのですが、今の時代ですので、SNSなどを利用して、若年層に向けた発信というのも必要なの

かもしれないと感じました。以上が、セミナーに参加して感じたことです。 

昨年に引き続き、今年も新型コロナウィルスの影響で、クラブの活動だけでなく例会すらきちん

とできない状況が続いています。例会で、ロータリーソングや歓迎歌をみんなで歌ったり、いろい

ろ話をしながら食事を楽しんだりといったことができていない状態です。また、地区や西播第 2グ

ループにおいても、地区大会や IM、親睦ゴルフ大会などもできていません。 

私自身が入会して、例会だけでなくいろんな行事や親睦ゴルフに参加して独特の空気感を肌で感

じることで、ロータリークラブの良さに気づいてきたので、この 2年ぐらいの間に入会された会員

の方には仕方ないけれど、なんとなく申し訳ないなという気がしています。 

 新入会員の勧誘についても、今はロータリークラブの魅力を十分伝えられない、感じてもらえな

い現状ですが、当初の活動方針でお話ししたように、できるだけ候補者を広い視点で考えて会員増

強を目指したいと思います。微力な私ですが、引き続き、皆様よろしくお願いします。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・新入会員ゴルフコンペ参加の皆様お疲れ様でした。田村会員、スピーチ宜しくお願い

します。 

宮本幹事・・・昨日は田村会員、労務管理セミナーご苦労様でした。 

今日も増強委員のスピーチ宜しくお願いします。 

田村会員・・・例会に寄せて。いつまでも暑いですね。汗かきにはこたえます。 

大岩会員・・・先日のゴルフ楽しかったです。山本さん、辻さんお疲れ様でした。 

井口会員・・・例会に寄せて。田村さんのスピーチ楽しみです。 

柳原会員・・・我家の 85アールの稲刈りが昨日終わりました。 

村山会員・・・10月になってもまだ暑い日が続きますね。 

大澤会員・・・田村さん、昨日はお世話になりました。セミナーわかりやすかったです。 

寺本会員・・・例会に寄せて。 

箸蔵会員・・・23日の法要の稚児が 25人となりました。丁度良いぐらいです。 
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辻 会員・・・10月 3日ゴルフコンペ自祝。 

小林会員・・・例会に寄せて。田村さん、宜しくお願いします。 

深澤会員・・・秋祭りです。と言っても素直に喜んでおれません。 

江見会員・・・緊急事態宣言解除でいろいろな会が再開予定で大変です。 

石原会員・・・天高くコロナ終息 残るはマスク。 

塚崎会員・・・先日長女歌が 5歳になりました。かわいい。 

髙見会員・・・ゴルフコンペすみませんでした。田村さん、スピーチ頑張って下さい。 

山本会員・・・先日のゴルフコンペ辻会員お世話になりました。7４で回れました。自祝。 

久保会員・・・先日のゴルフコンペ、楽しく回れました。有難うございました。 

名田会員・・・例会に寄せて。 

谷脇会員・・・小林さん、先週は有難うございました。 

 

ニコニコ箱   １２，０００円 

親 睦 箱   １２，０００円 

合   計   ２４，０００円 

 


