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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

｢九州のみそ｣
16日に衆議院選挙がおこなわれ､ 自民党の圧勝
となりました｡ 小選挙区の仕組みが良くわかりま
せんが､ 28％獲得の自民党が約60％の議席を獲得
するのは解せません｡ それでもそのおかげで､ ３
区で次点だった私の甥 (家内の姉の長男) が ｢み
んなの党｣ から比例区で当選しました｡ 大きく左
へ振れたぶん､ 今回は大きく右に振れ､ 日本の政
治に対する不信感は増すばかりです｡
会長挨拶で久しぶりの味噌料理の話をさせてい
ただきますが､ 今回の九州の味噌料理で最終回と
なります｡ 福岡のモツ鍋は有名ですが､ しょうゆ
味とみそ味があります｡ 旅行へ出かける前に ｢る
るぶ｣ で調べていくのですが､ たまたまその店は
味噌味で大変美味でした｡
宮崎には夏のみそ汁として有名な ｢冷汁｣ があ
ります｡ 麦味噌を冷たいダシ汁で溶き､ きゅうり
やゴマに焼きアジのほぐしたものをいれ食します｡
夏の暑いときには最高のみそ汁です｡ 当店でもメ
ニューに加えてことがありますが､ 長野では認知
されないためか､ あまり売れないので止めてしま
いました｡
鹿児島には ｢ぶたみそ｣ があります｡ 豚肉を味
噌味で佃煮にしたようなものですが､ ご飯のおか
ずに､ また酒の肴に人気があります｡
珍しいものとしては沖縄の粟国島にある ｢ソテツ
みそ｣ が挙げられます｡ ソテツの実には毒があり
食用には向かないのですが､ 糀を加え大豆と共に
発酵させることにより毒がなくなるようです｡ 食
べたことはありませんが､ みそ汁用というより､
ご飯のおかずや､ 酒の肴として食されているよう
です｡
今回で ｢全国のみそ料理｣ は終わりますので､
次回からは ｢みその効能｣ について話をさせてい
ただきます｡

委嘱状授与 綿貫隆夫パストガバナー
2012～13年度ロータリー米山記念奨学生選考委員

新会員紹介 八木益美さん (ヤギ マスミ) さん

キリンビールマーケティング (株)

長野支社支社長

粟森昌哉さん交代会員

昭和37年４月14日生 (50歳)

幹事報告 轟 修平幹事

＊第６回クラブ協議会報告

・12/28 例会なし｡ 新年初例会は１/11 ２階弥

生の間にて｡ ノンアルコールビールで乾杯｡

・創立記念例会は１/25 於：ます栄 18：30～

・１月ロータリーレート＝１ドル 82円

・２月に春の親睦ゴルフ開催予定｡ 詳細は後日｡

・世界寺子屋キャンペーン 書き損じ葉書､ 未使

用切手回収運動にご協力ください (年賀状の書

損じ等)

・残念ながら酒井正晃さんが退会されました｡

１／11 本日のプログラム

会 員 卓 話 井上明彦会長エレクト



出席・ニコＢＯＸ報告 狩野土例会運営委員長

12/21 (会員58名) 出席35名 前々回修正出席率 63％

・高橋英司さん☆年末ジャンボ今買ってきました｡

今日で最終日だそうです｡ 当たりますように！

・加藤麻樹さん☆長男が大学進学を決めました｡

将来ガンダムを作るそうです｡ また明日は県短

ウィンドオーケストラの演奏会がございます｡

お誘い合わせの上､ 是非お越しください｡

・小林健治さん☆なんとなく｡

・小出昭雄さん☆本日 冬至｡

・青木茂人さん☆甥の“井出ようせい”が衆議員

選に出馬｡ ３区では残念でしたが比例区で当選｡

ご支援ありがとうございます｡

・狩野 土さん☆ ｢カフェド漢方｣ 開店から無事

１ヶ月が経ちました｡ 皆様有難うございます｡

・合 計 20,500 円 ・累 計 389,917円

味噌のちょっといい話

パート�

何年か前に胃カメラ検査で胃炎と診断された時､

自覚症状として胃に違和感がありました｡ それが

もろキュウなどで味噌を食べるとなくなり､ 一時

味噌を多く食べていました｡ もしかしてそれで治っ

たのか､ 最近調子いいです！ (轟さん)

パート�

西クラブでモンゴルに行った時に､ あちらでは

肉料理が多く､ 皆さん胃腸の調子を崩されました｡

その時に持参した味噌を舐めた所､ 皆さん調子が

戻りました｡ 味噌の効用だと思います｡

(狩野さん)

パート�

宮崎に行った時に､ ものすごく暑い日でしてそ

こで ｢冷汁｣ を頂いたらとても元気になり無事旅

行を続けられたことがあります｡ 味噌のおかげで

しょうか・・微生物の効用で消化が良くなったり

するようです｡ (大橋先生)

会 員 卓 話 八 木 益 実 さ ん

｢自己紹介｣

皆様､ はじめまして｡ 今般､

新規入会させて頂きました､

キリンビールマーケティング

㈱長野支社の八木益実です｡

今年の９月21日に長野に着任

致しました｡ 前任者同様､ 宜

しくお願い致します｡ 早速ですが､ 自己紹介させ

て頂きます｡

昭和37年４月産まれの50歳です｡ 東京都中央区

佃島で産まれ､ 物心ついた頃には千葉に転居して

おり現在､ 実家は千葉の我孫子にあります｡ 家族

構成は､ 妻１人に子供が25歳を頭に４人おります｡

これが全て娘でして ｢若草物語｣ か ｢細雪｣ 状態

です｡ 前任地は名古屋で長野には人生50年で初の

単身赴任で参りました｡

長野は､ 家内の友人夫婦が諏訪に住んでいた事

もあり､ 諏訪湖､ 松本城､ 善光寺に車山と観光や

レジャーで度々､ 訪れており大変親しみのある土

地です｡ 長野異動の辞令を受け取った時､ 一番喜

んだのが実は家内でした｡

仕事面に話を移しますと､ 私共キリンビールは

｢地域密着｣ を戦略の柱に掲げております｡ １本

或いは１缶＠200円前後の商品ですから､ 成人者

であれば誰でも気軽に手に取って頂ける商品です｡

ですから､ １人でも多くの地域の皆様に愛されな

いといけない訳です｡ １人でも多くキリンファン

になって頂きたいのです｡ そば､ ジビエ､ 長野ヤ

キメンや松本の山賊焼き､ 上田の美味だれや伊那

のローメン等々､ 地元グルメが実に多彩です｡ ス

ポーツもサッカーの長野パルセイロや松本山雅､

バスケットの信州ブレイブウォリアーズと地域の

皆さんが本当に熱く応援しています｡ そんな地域

のグルメやスポーツのサポートを通じて､ 地域の

皆様に寄り添いながら､ 地元信州の元気を全国に

発信していきます｡ 今後も地

域の皆様の夢を実現するべく､

微力ではございますが精一杯

尽力させて頂きたいと考えて

おります｡ 今後共宜しくお願

い致します｡

例 会 案 内

１月18日 ゲスト卓話 メイ・スーシンさん

１月25日 創立記念例会 18：30～於：ます栄


