
■例会場：ホテルマリンパレスさぬき 

  高松市福岡町 2 丁目 3-4 

■例会日：毎週木曜日 PM6：30 より 

■事務局：Ｅ-mail : t.green.rc@gmail.com 

■URL：http：//tgrc.jp 

  会長：平田 真由美  幹事：太田 貴道 

 

 

  

□ 12/6 現在 メイクアップ 

 

≪ 12月度例会 スケジュール ≫ 

＊12/01 1358 回 客話 理事･役員  友翠会 

＊12/08 1359 回 ｸﾗﾌﾞ協議会 年次総会 次年度理事･役員選出 理事会 

＊12/15 1360 回 移動例会 12月 17 日(土)クリスマス家族例会 ｸﾚﾒﾝﾄ 

＊12/22 1361 回 ｸﾗﾌﾞ協議会 上半期報  30 周年実行委員会 

＊12/29         定款第８条により休会 

 
□ 幹事報告 

 

●会員数  ： 37名  ●出席基準数 ： 36 名 

●出席者数 ： 28名  ●欠席者数   ： 8 名 

●出席率  ： 77.78%  ●ビジター   ： 4 名 

11 月 17 日 最終出席率 75.00％ → 94.29％ 

最終欠席者名 ： 筧・山田 

第 1359 回 例会報告 12 月 8 日 

日 

 
今週プログラム  ● 12月 8 日（1359 回） 
            ｸﾗﾌﾞ協議会 年次総会 
             次年度理事･役員選出 理事会 
次週プログラム  ● 12 月 15 日（1360 回） 
        移動例会 12月 17日(土)クリスマス家族例会 ｸﾚﾒﾝﾄ 
先週プログラム  ● 12月 1 日（1358 回） 
             客話 理事･役員 友翠会 

我がクラブの強みを考え、何ができるか想像し、そして次につなごう 

□ 12/1出席報告 □ プログラム委員会より 

 

□ ニコニコ 

 

・おもてなし遍路道ウォークの参加案内 

・野球部の皆様大変お世話になりました。/高松西 RC 遠藤 
・ガバナー杯でお世話になりました。/高松西 RC 石川 
・誕生日プレゼントありがとうございました。/向井亜樹 
・濱田さん写真ありがとう。/幡英一 
・ガバナー杯でお世話になりました。/伊藤 
・マゴ 2 号が生まれました。/伊藤 

□ ビジター 

 

 NO． 

1359 
 

2022－2023 年度 国際ロータリー第 2670 地区 

高松グリーンロータリークラブ 

発行日 

2022年 12月 8日 2022－202３年度 

国際ロータリーのテーマ 

・高松南 RC 林幸稔 様 

・高松西 RC 遠藤直樹 様・石川洋介 様・田中一一 様 

・11/25 ガバナー杯野球大会前夜祭 平田・太田・福島・伊藤・森・向井 

難波・白井・十河・高嶋（由） 

・11/26 ガバナー杯野球大会 伊藤・高嶋（由）・早川・石橋・太田・清水 

白井・十河・平田・向井・森・福島・難波 

・12/1 高松 RC 高嶋（由）・早川 



   

□ 例会臨時変更 

○12 月 5 日（月） 高松北 RC は、12月 5 日（月）12：30「JR ホテルクレメント高松・昼例会」に変更 

〇12 月 5 日（月） 東かがわ RC は、12 月 5 日（月）12：30「三本松高校内みんなの食堂」に変更 

〇12 月 12 日（月） 東かがわ RC は、12 月 12 日（月）18：30「通常例会場。夜間例会（忘年会）」に変更 

〇12 月 14 日（水） 善通寺 RC は、12月 11 日（日）17：00「オークラホテル丸亀（創立 55 周年記念式典）」に変更 

〇12 月 15 日（木） 高松 RC は、12 月 15日（木）18：30「高松国際ホテル・忘年家族会」に変更 

〇12 月 15 日（木） 高松グリーン RC は、12月 17日（土）18：30「JR ホテルクレメント高松・クリスマス家族例会」に変更 

〇12 月 19 日（月） 高松北 RC は、12月 19 日（月）18：30「JR ホテルクレメント高松・クリスマス家族例会」に変更 

〇12 月 20 日（火） 高松東 RC は、12月 20 日（火）18：30「JR ホテルクレメント高松」変更 

〇12 月 20 日（火） 高松中央 RC は、12 月 20 日（火）18：30「高松国際ホテル」に変更 

〇12 月 20 日（火） 丸亀東 RC は、12月 20 日（火）19：00「クリスマス会・オークラホテル丸亀」に変更 

〇12 月 21 日（水） 坂出東 RC は、12月 21 日（水）18：30「坂出グランドホテル・クリスマス夜間例会」に変更 

〇12 月 23 日（金） 高松西 RC は、12月 23 日（金）18：30「KANYMITSU CAPTAL HOTEL・クリスマス家族例会」に変更 

〇12 月 23 日（金） さぬき RC は、12月 17・18 日「皆生温泉・境港」親睦旅行 

〇1 月 11 日（水） 坂出東 RC は、1月 11 日（水）18：30「坂出グランドホテル・新年夜間例会」に変更 

〇1 月 13 日（金） さぬき RC は、１月 13 日（金）18：00「トレスタ白山（通常例会場）」新年家族会 

〇1 月 17 日（火） 丸亀東 RC は、1月 17 日（火）18：00「丸亀 RC との合同新年例会」に変更 

□ 休会 

 

・12 月 26 日（月）高松北 RC・東かがわ RC 

・12 月 27日（火）高松東 RC・高松中央 RC・丸亀東 RC 

・12 月 28 日（水）坂出東 RC 

・12 月 29 日（木）高松グリーン RC 

・12 月 30 日（金）高松西 RC・さぬき RC 
 

・1 月 3 日（火）高松東 RC・丸東 RC 

・1 月 4 日（水）坂出東 RC 

・1 月 6 日（金）さぬき RC 

・1 月 10 日（火）丸亀東 RC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 会長挨拶 

≪ コラム ≫ 

 
12月の旬の食材をご紹介します。 
 
●河豚（ふぐ） 
冬の高級食材のひとつとされる「河豚（ふぐ）」！ 
ここでいう河豚は「とらふぐ」を意味します。圧倒的に下関が産地として有名ですが 
実は周辺で獲れた河豚の集積場がある港が下関にあったのが起因しているとの事。 
白子が美味しい時期や河豚の鰭酒の旨さを考慮すると 11月～2月までが旬とされています。 
余す処なく丸ごと河豚が味わえる鍋は「てっちり」以外ありえません！ 
 
●白菜 
今やスーパーなどで年中見かける野菜のひとつ「白菜」。実際は半分正解で、産地を変えながら 1年
中出荷されています。といっても白菜の旬は実は甘みが増す 11月～2月まで、つまり鍋が美味しい
時期が旬とされます。殆ど水分で作られているといっても過言ではない白菜ですが栄養素的にそれ
でもバランスよくビタミンやミネラル類が含まれています。 
実は豚肉とコラボすることで更にビタミンが強化され疲労やストレス緩和効果に期待が繋がりま
す。 
 
●鱈(タラ） 
ここでいう「鱈(タラ）」は「真鱈」を意味します。旬は 12月～2月とされます。 
冬場の宴会での鍋でよくある寄せ鍋や魚ちりの「魚」ですが、高い確率で「鱈」であることが多い
でしょう！それは癖がない食材だからであり、白子も含め、“一度で二度おいしい楽しみ方ができる”
のが理由ですが火が通り過ぎるとすぐに身崩れするのが難点といえば難点です。 栄養的に鱈は低脂
肪でローカロリーなタンパク源であり身体に必須な各種アミノ酸も多く含んでおり世代問わずおす
すめできる食材です。「魚ちり」も良いですが「鱈の西京焼き」も外せません！京都の西京みそに酒
+みりんなどを加えた漬け床に真鱈の切り身を漬け込み焼いた逸品です。皮や断面がパリッと香ばし
く焼かれるので身崩れが起きにくく食べやすいです。 
寒さが厳しくなってきたこの頃、お鍋を囲んで温まりませんか。 
 

11月 24日に香川大学のローターアクトクラブの例会にて命の授業がありました。そして、本日はローター

アクトクラブの宇野会長様と副幹事の井副様、高松南 RCの林様にお越しいただき、ローターアクトの活動に

ついて教えていただけます。 

また、25日前夜祭から 26日 27日の四国大会が無事に終了しました。皆様お疲れさまでした。高松西ロー

タリーの遠藤会長はじめ石川監督、田中会員が来られております。早速にご挨拶をいただきたいと思います。

ありがとうございました。 

（※12月 1日 会長あいさつより抜粋） 

（後記） 

 今まで知らなかったローターアクトクラブのことがとてもよくわかりました。本当にありがとうございま

した。 



 

9/15親睦ボーリング大会 

 

 

高松西ロータリー来訪 

客話 香川大学ローターアクトクラブ 

12月誕生例会 



 

9/15親睦ボーリング大会 

 

 



 

9/15親睦ボーリング大会 
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