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奉仕を通じて平和を Peace through Service 

会長挨拶            青木茂人会長 

「群馬、山梨の味噌料理」 

今週は群馬と山梨の味噌料理についてお話させ

て頂きます。群馬県は昔から畑作が多く麦が作ら

れていましたので、うどんと共に粉食が盛んです。

「焼き饅頭」といって具の入っていない「おやき」

に甘味噌をつけて焼いたものですが、食べなれな

いもので私にとっては信州のおやきのほうが美味

しいような気がします。あまり一般的ではありま

せんが、沼田市にある「フリアン」というパン屋

さんの「味噌パン」はなかなかです。小さなフラ

ンスパンを輪切りにして田楽味噌を塗っただけの

ものですが、沼田へ行ったら是非ご試食下さい。 

山梨はなんといっても「ほうとう」です。信州

で言えば西山の「ぶっこみ」に似ています。昔か

ら「旨いものだよカボチャのほうとう」といわれ、

まさに山梨の郷土食です。特に「与作」という店

がチェーン展開して有名です。どちらにしても、

お米の取れない山手の貧しい食の代表かもしれま

せんが、 近は野菜たっぷりの健康食として注目

されています。両方の県とも味噌の出荷量は多い

方ですが、ハナマルキさん、神州一さん等長野県

のメーカーの第二工場があるからです。 

 

 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より感謝状      

福澤寛さん

が第一回米山

功労者になら

れ、米山記念奨

学金より感謝

状をいただき

ましたのでご

報告申し上げます。遅ればせながら私も先週寄付

をしましたので、近々感謝状が届くと思います。 

10 月のお祝い事       おめでとうございます 

＜会員誕生記念＞新井和弘さん  瀧澤 聡さん 

若麻績信昭さん  綿貫隆夫さん 

＜夫人誕生記念＞南ゆき子さん  吉田純子さん 

        山崎真奈美さん  

＜結婚記念会員＞青木茂人さん 池田修平さん 

小出昭雄さん 斎藤 泉さん 鈴木都美雄さん 

高橋英司さん  高井 亘さん  山崎茂樹さん 

10／26 本日のプログラム 



11 月 2 日  会員卓話 伊東義次さん 

11 月 9 日  ゲスト卓話 小林 優さん 

         「健康すわろびっくす」 

幹事報告           轟 修平副幹事 

・12 日と 19 日の例会は、14 日（日）の地区大会

と、20日（土）の森・職場例会の振替の為、国

際での例会はありません 

・14日地区大会出席の方には、詳細の案内をだし

ますが、ホテル国際に朝 7 時集合して東口経由

で佐久へ行きます。13 日以降の、連絡は、轟副

幹事まで。 

・次回ホテル国際での例会は 26日となりますので

よろしくお願いします。 

出席・ニコＢＯＸ報告    瀧澤 聡例会運営委員 

10/5(会員60名)出席34名前々回修正出席率 92.5％  

ゲスト 玉城 司さん（清泉女学院大学 教授）  

・清水光朗さん☆玉城先生、本日はありがとうご

ざいます。卓話をよろしくお願いします。食後

ですのであまり難しくしないで下さい。 

・加藤麻樹さん☆本日は、県短ウィンドオーケト

ラの学生が第 3 回定期演奏会広告掲載について

のお願いでお邪魔しております。ご支援のほど

よろしくお願いします。 

・合 計 7,500 円 ・スヌーピー4,022 円 

・累 計 271,609 円 

講師紹介      清水光朗プログラム委員長 

田城さんとは、高校の同級生でして、 初の数

学の時間に雑談をしていて真っ先に立たされた間

柄です。卒業後は金沢大学へ進学し、その後、東

京都で高校教員をされ、早稲田大学院へ通われて

から清泉女学院大学にて国文学を教えていらっし

ゃいます。 

 

 

「芭蕉・蕪村・一茶の句をめぐって 」 

Ⅰ．俳諧史のなかの芭蕉・蕪村・一茶 

芭蕉：寛永 21 年(1644)～元禄 7 年 10 月 12 日

（1694・11・28） 

蕪村：享保１年(1716)～天明 3 年 12 月 25 日

（1784・1・17） 

一茶：宝暦 13 年 5 月 5 日(1763・6・15)～文政

10 年 11 月 19 日（1828・1・5） 

 

Ⅱ．芭蕉・蕪村・一茶が詠んだ蛙の句 

 芭蕉「古池や蛙飛びこむ水の音」 

   （ふるいけやかわずとびこむみずのおと） 

 蕪村「連哥してもどる夜鳥羽の蛙哉」 

  （れんかしてもどるよやとばのかわずかな） 

一茶「やせ蛙負けるな一茶これにあり」 

   （やせがえるまけるないっさこれにあり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、清泉女学院大学国文学教授 玉城先生

をゲストにお迎えしました。まず、教授は高校、

大学と清水さんと同級生であったという事で清水

さんの若かりし頃の無茶ぶりも披露して下さいま

した。 

蛙の句の前に本日の昼食は「そば」という事で

「そば」にまつわる都都逸「信州信濃の新そばよ

りも私しゃあなたのそばが良い」と学生に合唱さ

せておられること、また芭蕉も「そば」が大好き

であり教授自らも「そば打ち」をされるほど 

「そば」がお好きという事でした。 

本題に入りまして「芭蕉・蕪村・一茶の蛙の句

を書きましょう」と問題を出されました。私は、

一茶の句しか思い浮かびませんでした。一茶は、

50 歳で帰省し凄まじい相続争いをし妻を何回も

娶った事など興味深い話を伺うこともできました。 

日本人、信州人、ロータリアンとして知ってい

なければならない教養をお話しして頂き日本文化

の素晴らしさに感動しました。教授のお話は、と

てもわかり易く改めてゆっくりと伺いたいと思い

ました。        会報当番：村田 秀雄 

 

 

ゲ ス ト 卓 話 玉 城  司 さ ん  

例 会 案 内 



                     

  

第 1日目 10 月 13 日(土)       

地区諮問委員会（綿貫 PG）・会長、幹事会 

本会議・晩餐会（会長・幹事・綿貫 PG・ご夫人） 

第 2日目 10 月 14 日(日)   

 7：15 ホテル国際出発 東口経由 

9：30～ 第 1回本会議                  

11：35～ コンサート 野沢小学校合唱       

12：00～ 昼食 

12：40～ 新世代アワー 

     14：00～ 記念講演：竹田恒泰氏 

「日本はなぜ世界でいちばん人気があるか」   

   

  

第 1221 回 2012 年 10 月 13・14 日(日) 2012～2013 年度 地区大会 出席：21 名 

於：佐久一萬里ホテルゴールデンセンチュリー 

2012 年 10 月 21 日(日) 秋のゴミゼロ運動 出席：45 名 関幸博社会奉仕委員長 

飯田さん、小林健治さん、高井 亘さん、高井新太郎さん、加藤麻樹さん、青木会長、関委員長の会員７名はじ

め、㈱ミールケア 31 名、県短ウィンドオーケストラ 7 名の、総勢 45 名で秋のゴミゼロ運動に参加しました。

西クラブのタスキをかけて、晴天の中、街をきれいにしてきました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 1222 回 10 月 20 日(土)ロータリーの森例会と職場例会 出席：28 名  

                         南森林(もり)委員長・小林敏生職業奉仕委員長

「鬼無里・奥裾花めぐりと、いろは堂職場例会」 

昨日までの台風による雨の日々から一変した正に秋晴れの１０月２０日(土)職業奉仕委員会と森林(もり)委員会

合同で、鬼女紅葉伝説の里「鬼無里・奥裾花めぐりと、いろは堂職場例会」を開催致しました。通常ですと分収育

林・飯山照岡山国有林（野々海池）に行き、遊歩道の整備として草刈りや枝切り等を行いますが昨年の地震により

道路が寸断されたままになっている為、今回の企画となりました。 

 会員 21 名家族 7 名の 28 名で、朝８時に大型観光バスにてホテル国際を出発し、途中「いろは堂」より観光ガ

イドの宮沢さんに加わっていただき、宮沢さんの案内で奥裾花に行きました。１時間ほど紅葉狩り散策を楽しみ、

奥裾花温泉鬼無里の湯にて昼食・入浴をしました。その後、伊藤宗正会員の「いろは堂」にて職場例会を開催。

美味しいおやきとお茶で接待していただき、お店の前にある民族資料館見学をしてから、無事帰途にと着きました。

「いろは堂」さん、お世話になりありがとうございました。



 
 
 
 
 
 
 
 

2012 年 10 月 21 日(日) 秋の親睦ゴルフと松茸鍋懇親会 ゴルフ参加者：11 名 鍋 11 名 

職場例会 伊藤宗正会員 いろは堂にて

優勝は井上明彦さんと山本博昭さん。珍しく、グロス、ハンディとも同じ優勝です。 

小池会員家族副委員長
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