
 

 

第 1102 回例会 2021 年 11 月 16 日 

□司  会     吉田  穣君 

□開会点鐘     山崎 芳雄君 

□R ソング 『上田六文銭 RC の歌』 テープ 

□寄付表彰     

 米山功労者 西澤尚夫君 

 

□ラッキー賞 提供者 斉藤惠理子君 

     『塩羊羹』  

        小嶋修一君 

□委員会報告 プログラム委員長 合原亮一君 

   『会員卓話スケジュールについて』 

       職業奉仕委員長  生川秀樹君 

    『職業奉仕セミナー』参加依頼 

                                 

『カニ漁解禁、金沢に行ってきました』 

会長    山崎 芳雄君  

今年の蟹漁解禁日が 11 月 6 日

と好意にしている金沢の近江市

場の蟹専門店よりダイレクトメ

ールが届いていました。早速 13 日の土曜日に“は

くたか”に乗って行って来ました。 

コロナの感染が落ち着いて居るとは言え金沢

駅は大勢の観光客で溢れていてでコロナ禍前の一

昨年の活況と変わりがない賑わいで正直びっくり

しました。 

金沢駅より 1 ヶ月前に予約を取っておいた蟹料

理の店に直行、有名店だけあり予約客で超満員で

した。この店は既に年内の土日は予約で一杯との

事で顧客の殆どが県外からの観光客で、蟹だけを

目当てに来る観光客も多いそうです。昨今冷え込

んでいる飲食店業界で久しぶりに景気の良い話を

聞くことができました。 

それにしても、カニの刺身の旨さは最高で、締

めのカニ雑炊これまた旨かった。 

昨年はこの店に蟹料理を食べに行くことが出

来なかったので近江市場の何時も行く蟹の専門店

より送ってもらったのですが今年は直接行って品

定めをして送ってもらいました。 

今年は昨年に比べ蟹の水揚げ量が少なく 2 割程

度価格が上がっているとの事で、全体的に小ぶり

で大きい黄色タグの付いた越前蟹は１杯が４万～

5 万円でとても手が出ません。 

私は、越前蟹より安い水色タグの加能蟹（加賀、

能登の港で水揚げ）を買い送りました。 

今年の蟹漁の解禁日がなぜ 11 月 6 日なのかと

いうと一番有力な説は、立冬(りっとう)」だから。

立冬とは二十四節気の中の一つで冬の始まりを意

味し、「冬の始まり」＝「カニ」を連想しやすく

するために 11 月 6 日に設定したそうです。立冬

＝蟹解禁と覚えておくと覚ええやすいですね。 

今季の蟹漁は 1 月 6 日～翌年 3 月 20 日までだ

そうですが帰りのタクシーの運転手が言うには金

沢に蟹を食べに来るなら 11 月から 12 月の上旬が

寒くなく雪も無くよいとの事です。 

どこの店も予約をいれてないと食べる事が出来

ない店が多いのでくれぐれも早めに予約を取って

蟹を食べにお出かけ下さい。 

             清水 一典君             

１. 理事会より 
・11 月理事会議事録 

２.上田東急 REI ホテルより 
 ・11 月 22 日(月)14 時～15 時まで  

全館停電のお知らせ 

会 長 挨 拶 

例 会 日 誌 

幹 事 報 告 
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恵送   
  ・桐生赤城 RC 様・・・会報 
  ・ちいさな親切運動様・・冊子 秋号 
全会員配布物 
  ・当クラブ会報 第 1101 号 
  ・11-1 月プログラム 
  ・会員卓話スケジュール 改訂版 

 

 

 

               北村 久文君  

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日  23 2 0 91.30％ 

前々回 23 4 3 95.65％ 

山崎芳雄君  斉藤会長エレクト本日よりエレク

トの仕事が始まりますがよろし

くお願い致します。 

生川秀樹君  本日会社の健康診断でした。増え

たのは体重と血圧、落ちたのは視

力と筋力と多分知力。コロナのせ

いでしょうか・・ 

宮原宏一君  落ち葉が風に舞っています。 

清水一典君  会長エレクト斉藤さん、飯島さん

本日はご苦労様です。 

会長エレクトの日 
             斉藤惠理子君 

 
 会長エレクトということで、来年

度お世話になります。どうぞ宜しく

お願いいたします。 

今月 14 日に塩尻市で行われたロータリー・リ

ーダーシップ・研究会(RLI)に参加させていただき、

他クラブの活動や財団倫理など、8 時間ディスカ

ッション形式で学び、気づきも多く、これからの

方針や組織作りに反映していけたらと思いました。 

 さて、本日は併せて職業紹介をさせていただき

ます。今回はお客様によく聞かれる『ペンギンズ

バー』という店名の由来についてお話します。40

年近く前になりますがサントリーのビールが発売、

CM で松田聖子さんの¨スイートメモリー¨が流

れ哀愁漂うペンギンの映像が話題となりました。

そのタイミングでサントリーが全国主要都市に¨

ペンギンズバー¨の店名で出店をしました。 

当店は 60 年前からサントリーのお酒を提供し

ており、その実績からサントリーよりお話をいた

だき、フランチャイズではなく、地方に一店舗開

店をしました。他店が姿を消す中で内装などは変

えつつも今日に至っております。おかげ様で創業

から６０年。忘新年会の時期となりました。コロ

ナ禍で皆様も不安があるかと思いますが、機会が

ありましたらよろしくお願いいたします。 

◇～◇～◇～◇～◇～◇～◇～◇～◇～◇～◇ 

薬剤師・薬局を取り巻く環境の変化 

 

  木町薬局    飯島 伴典君 

コロナ禍を経験して変わったこと、

わかったことを薬剤師の視点で考え

てみました。 

コロナに感染を恐れて受診を控えたり、様々な

要因で病院に行けない方が多く見受けられました。 

そのような場合でも必要とする薬の交付の為に、

処方せんが FAX などで薬局へ郵送され、後日原

本は病院から薬局へ送られてくるという、コロナ

関連という条件付きではありますが、仕組みが出

来ました。これは、患者が医師のもとを受診せず

に、処方せんが発行されるような場合ができたこ

とになります。医薬品を保険診療に基づいて手に

入れるためだけの大急措置的な制度であります。 

 この制度は急にできたこともあり、また、新規

患者の受診控えも重なり薬局に処方せん調剤を目

的に来る方が減少しました。 

私なりに考えますと、我慢してしまう方が多く

いらっしゃり、実は後々大きな病気になってしま

う方が多くなるのではないかと懸念する一方、医

師や薬剤師とかかわることの役割について深く考

えるようになりました。情報収集の際に、移動を

伴わないようになったことで、情報の発受信の方

法が変わったのだと考えました。薬剤師が情報を

届かせるためには、薬局内にいるだけではだめだ

ということです。逆に言えば、店以外に活躍の場

が広がったということにもなるかと思います。 

薬局が処方せんを通じてしてきたサービスに関す

る私なりの考察はまだ途中であり、いろんな方々

と議論していきたいなと思っています。 

 

 

 

 

 

肥田野秀知君 柄澤  堯君 北村 久文君 

小嶋 修一君 松澤 一志君 水野 泰雄君 

中澤 信敏君 西澤 尚夫君 斉藤惠理子君 

杉山  裕君 田中 栄一君 吉田  穣君 

飯島 伴典君 合原 亮一君 伊藤  豪君 

慶祝・ロータリーの友紹介 

年次総会・会員卓話 職業紹介 

出席・ニコニコ BOX 

ニコニコ BOX 喜投額 11/16例会 19,000円 

今年度累計 257,002円  目標達成率 28.56% 

12 月 7 日 例 会 予 定 

プ ロ グ ラ ム 


