第 1180 回 例会 Ｎｏ．17 令和 4 年 2 月 3 日 (木)

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■ゲスト

「君が代」
「奉仕の理想」
会員 45 名中 27 名出席
65.85％ 出席計算人数 41 名
㈱Mui 山里カフェ Mui 店主、猟師

清水潤子様

の感染拡大時、私は医療現場ですが、正直へとへとになっ
ているところもございます。高齢者に感染が回ってきたので
先週先々週ぐらいから私ども在宅医療をやっている高齢者
施設でも、本日も感染者が 2 人出た施設があって、電話
をしながら対応しているのですが、学校で子供たちから感染

会長挨拶

亀井克典

が広がって高齢者に回ってきているようです、感覚としては、
やっぱり蔓延防止とか緊急事態宣言とか言われています
が、以前のように飲食店を叩けばいいと言う、お酒を飲まな
いで早く店を閉めると言う対策では、ちょっとピントがずれて
いると言う感じがいたします。
島根県の知事さんが思い切って一斉休校し、感染が非常
におさまってきたと言う実例があるそうで、昨日、国会でも取
り上げられていましたが、私ども職員も、みんな保育所、小
学校、中学校が感染元で、「濃厚接触者に子供がなりまし
た」「感染しました」という形で、欠勤が相次いでしまっていま

皆さんこんにちは。
先週はガバナーの公式訪問で、皆さんご苦労様でした。
オミクロン株の感染拡大の最中になってしまいましたが、何と
か本日も、スクール形式でやらせていただいてます。懇親交
流と言う意味では少し寂しかったですが、こういうスクール形
式でガバナーをお迎えして、お話を聞けたと言う事は大変良
かったと思いますし、肩の荷が少し降りた気がしております。
例会の前に私と松尾幹事とみなとの会⾧、幹事さん、ガバ
ナー、地区幹事、地区事務⾧と懇談会をさせていただいて
お話をしました。
みなとさんにしても我々にしても、それなりに頑張っていると
いうご評価をいただきました。ただガバナーの掲げておられる
「チェンジロータリー」と言うことで「カーボン 0 コロナ 0」に対し
て、具体的に何をするかと言う所では、なかなか我々も踏
み込めていないと言うことを正直に申し上げました。その点
については、会の中でいろいろ話をして知恵を出して残りの
任期でやれることをやってくださいと言うお言葉でした。コロナ

す。それを見ていると錦三など閉めてもしょうがないと、むしろ
閉めるのは学校や保育所ではないかと。ただ閉じてしまうと
勤めに出られないと言うのもありますが。少なくとも小学校
高学年とか中学校、高校であれば、自宅でいられますか
ら、そちらの方が先決ではないかと最近感じています。なか
なか行政のほうは、一度作った法律のバターン、飲食店の
方を制限すると言うパターンから抜けきらない感じがしていま
す。2 月 17 日にも新入会員の方々と懇親交流の場と言
うことで、松尾幹事さんがご努力いただいてセッティングされ
ているのですが、本来は夜間例会としてやると言う事でした
が、こういう事態なので有志で自己責任でやると言うことに
なってしまいました。対面による懇親交流がロータリーの親
睦活動の基本だと思いますから、早く皆さんと普通に対面
で会食やお話ができるようになれればいいと思っています。
オミクロン株は印象としては回転が早いです。潜伏期間も
前と比べて非常に短い。3 日位じゃないかと言われていま
す。

昨日の夜発表がありましたが、濃厚接触者の待機期間、

２月の祝福

誕生日

復職して良い期間ですとか、毎週毎日のように変わります。

結婚記念日

政府がどんどん緩和する方向になっていまして、皆さんも会

１日

松尾さんご夫人

社や事業を経営されている方は、職員をどうやって出勤させ

２日

古川さん

たら良いかと言うことを、充分情報を得ながら対応していた

１５日 水野さんご夫人

だければと思います。色々な説があって、ピークアウトは来

１６日 森田さん

週だと言っている人もいますし、ステルスオミクロンと言う新し

１７日 藤田さん

いのも出ているので、3 月に感染人数が上がってくると言う

１８日 堀江俊通さんご夫人

１１日 大塚さん

人もおりますが、唯一希望は内服薬が新しくファイザーから
2 月中旬には承認されるようですので、日本のシオノギが

ニコＢＯＸ

作って秋ぐらいには出てくるんじゃないかと。これが出てくる

本日は卓話に山里カフェ Mui 店主 清水潤子さんを

と、感染したら薬を早く飲むと言うことで非常に展開が変わ

お迎えしました。清水様 ようこそお越しくださいました。

るのではないかと期待しています。そういう日が来るのを心

会員一同心より歓迎申し上げます

待ちにしております今日のご挨拶は以上とさせていただきま

亀井会⾧、髙橋、岩田、堀江亮介、加藤、田島、磯

す。

部、松尾、後藤、水野、河原、西川、立石、古川、
横田、田中、高須、高山、宮崎、恵利、清水、成
入会式

新会員をお迎えいたしました。会員一同心より歓迎申し上げ

田、黒田 (敬称略)
本日合計 49，000 円

ます。
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山里カフェと言うジビエカフェ経営と、猟師しております清水
潤子と申します、よろしくお願いします。
今日皆さんにお話しするお話は、皆さんには非現実のもの

かもしれませんが、少しでも心に留めていただけたらなと思い

動物や鳥に至ってはほぼ廃棄。自給率の低い日本ではとて

ます。皆さんが今食べているお肉はどこで買っていますか?

ももったいないことだと思っています。そこで私が思っているの

と言う事ですが、私が小さい頃は祖父が獲ってきたものが食

は、「奪った命はきちんといただく」。人間の都合で山を変え

卓に並ぶことがありました。親が共働きだったため祖父と祖

てしまって、動物たちの食べるものや生息区域を少なくして

母に育てられました。祖父は大正 15 年生まれ。戦争に行

しまったのに、今度は増えてしまったら「駆除だ」「殺せ」と言う

った経験を持っています。よく戦争と食べ物の話をしてくれ戦

のは、本当に人間の勝手だと思います。だけど私たちも生き

争では食べるものがなくなって空腹をしのぐために魚や動物

ていかなければいけないので、やらなければいけない。だか

をとって食べていた、そんなことを聞かされながら育ちました。

ら奪った命はきちんと食べよう。私はいつもそう思っていま

子供の頃からハトや雀がおやつに出るというちょっと変わった

す。そこで 2017 年 12 月に足助と言うところにジビエが食

家でした。だからといって山奥に住んでいたわけではなく、新

べられるカフェをオープンしました。Mui と言うのは老子の言

潟県の⾧岡市という田園地帯の農家の娘でした。小学校

葉で自然のままあるがままと言う意味の「無意」から取ってい

入学祝におじいちゃんが子うさぎをプレゼントしてくれました。

ます。自分で捕獲した鹿などの動物のジビエ料理を提供し

毎日世話をするようにと言われ学校から帰ったらワラをか

ています。ところがお店を作ったときに、自分が狩猟で捕った

え、餌をやり散歩に連れて行ったりしたのですが、小学校 3

猪や鹿が使えないと言うことが分りました。衛生的な問題

年生、学校から帰ってくると小屋の中にみうちゃんがいなくて

で、保健所の許可がある施設以外で解体したものを使って

「私のみうちゃんはどうしたの?」とおじいさんに聞くと、この鍋

はいけないと言う決まりがありました。そこでクラウドファンディ

の中にいると言われました。私はペットとして飼っていたの

ングを利用して、自称日本一小さい解体場をつくりました。

に、祖父の中では食料でした。泣きじゃくる私を隣に座らせ

これで 2018 年 12 月に保健所の許可をいただき、食肉

て、命を頂く事、食べると言う事はこういう事であると言い聞

処理業と食肉販売業を取得し、お客様に安心して食べて

かされた思い出があります。

いただけるお肉を作っております。

大人になり介護施設で知的障害児童の子たちを見ている

お客さんに畑や田んぼにどのような被害が出たのかと言う話

介護士でしたが末期癌になり、そんな時に田舎に行ったら

や、どうやったら美味しく食べられるのかと言うお話をしながら

体が良くなるのではないかと主治医の提言で、足助の田舎

食べていただいています。

体験、田んぼ体験に行くことになりました。その時の地主さ

メニューを考えるときに、家で簡単に作れることを 1 番に考

んが足助の小澤庄一さんと言う方です。観光カリスマ日本

えています。鹿肉や猪肉さえあればどこにでもある食材で作

の第 3 位に入るほど有名な方で、香嵐渓や足助屋敷を作

れるものにしています。本当にジビエってハードルが高いとよく

られた方になります。この方の田んぼに行っておりましたが、

言われます。皆さんフレンチで食べることがほとんどだと思うの

行くたびにイノシシの被害の話が出ます。猪を食べさせられ

ですが、そうではなくて皆さんが家で作れたらもっと普及率が

被害を言われていました。数ヶ月通ったところで日中に猪が

上がり、廃棄率が減るのではないかという思いから家で作れ

走るのを目にしてその時になぜかふっと猪捕らなきゃと思った

るメニューと言うことを考えております。そしてやっぱり値段も

んです。そしてすぐにスマホで「猪 捕る 資格」と検索したら

高いと皆さんハードルが上がってしまうので、千円台という値

狩猟免許というのを知りました。すぐに申し込んで猟師の道

段で提供させていただいています。

に入りました。これがほんとの私の猟師の始まりです。猪や

また処理をきちんとすることで、臭い固いと言うイメージを払

鹿とか小動物による農業被害のことを獣害被害いいます。

拭できるようにしております。

愛知県の農作物被害は約 4 億五千万円。580 ヘクター

本当に捕獲は難しく、怪我をすることも多々あります。私も

ルになります。豊田市は 1 億 2000 万円、猪被害が約

3 年前に鹿の捕獲へ行って、太ももを 40 センチ位斬られ

4200 万円、鹿被害が 970 万円とかなり重大な被害にな

たことがあります。女性でハンターをしているのは少なくて、

っています。作物被害面積が 61.25 ヘクタール。聞いても

鹿の力には勝てません。雄ジカに馬乗りになってとどめをさそ

ピンとこないと思いますが、豊田スタジアムの 15 個分になり

うとしたときに、逆に鹿に馬乗りになられました。私は自分が

ます。

一回末期癌宣言をされているので、この頂いた命をなんと

調べてみると有害鳥獣駆除で捕獲された猪や鹿の 9 割が

か皆さんのために使いたいと思った時にそういう事故を自分

捨てられている。猪がもっとも今は多く廃棄されています。小

で起こしてしまったので、その時に本当に自分の愚かさと自

然の強さを感じました。
たくさんの方に鹿肉料理は難しくないと言うことを知っていた

〒444-2502
愛知県豊田市北小田町伯母平 26

だくために、山里カフェのホームページでレシピを紹介してい

営業時間 11:00～16:00（ランチ～14:00）

ます。私のホームページやお店で提供している料理は名古

※ランチは予約制、当日予約は行っておりません。

屋学院大学栄養学部の生徒さんが考えてくれたレシピで

尚、冬季（12/25～3/15 まで）は休業中

す。
そしてジビエだけではなく、背景を知ってもらうことが大切だと

第 7 回 理事会議事録

思っています。狩猟体験や鹿の解体体験も開催しておりま

2022 年２月３日(木) １２:００～

す。狩猟体験は狩猟免許を取得していただいた大人向け

出席者 (敬称略）

にやっていることがほとんどですが、鹿の解体に関しては誰か

亀井、岩田、武山、成田、今村、堀江亮介、髙橋

が命を奪って、お肉をにしていると言うことをわかって頂くため

田島、磯部、松尾、加藤

にやっております。小学 2 年生から 60 代までの方が参加

議事録

されていて、命をいただく事と言う事、お肉を食べると言う事

１． カンボジア支援事業納品完了の件

はどういうことなのかを知ってもらう機会になっています。狩猟

２． 2 月 17 日「有志親睦懇親会」 の件

免許には網猟、わな猟、銃猟とあります。

３． 次年度地区補助金申請受付期間の件

愛知県の大事な農業を守るために、ぜひ皆さんもいちど考
えていただけるとありがたいです。私がやっている事はまだま
だ小さいことばっかりですが、愛知県には豊田にもですがジ

2 月 21 日～3 月 31 日正午まで
４．その他
3 月以降例会プログラム

ビエ資源がたくさんあります。ジビエや地域資源を無駄にし
ないように皆さんにも一緒に考えていただけたらなと思ってお

ハイライトよねやま２６２号より抜粋

ります。
本日はどうもありがとうございましたまた。

山里カフェ Mui のご紹介

● 台湾米山学友会総会＝新理事長が決定＝

2021 年 12 月 4 日、台湾米山学友会の年次大
会が台北市内で開催され、同時に YouTube でも
ライブ配信されました。毎年、日本をはじめ海外
からの参加者が多い同大会ですが、今回も新型コ
ロナの影響を受け、台湾在住学友とロータリアン、
そして、同学友会が支援する日本人奨学生らが集
まりました。 会の冒頭で、11 月に亡くなった当
会齋藤直美前理事長への哀悼の意を示し、全員で
1 分間の黙祷が捧げられました。続いて、山崎淳
一副理事長と柚木裕子事務局長、韓国・台湾・関
西・タイなどからのビデオメッセージ、2023 年
に予定されている「再会 in 関東」の案内が上映さ
れました。 同学友会では、台湾で学ぶ日本人留学
生への奨学支援を長年続けており、今年度の奨学
生が流暢な中国語で感謝のスピーチをしたほか、
元奨学生も大会に参加して、久しぶりの交流を楽
しみました。奨学事業へ貢献している一人、蔡衍
榮氏（台北仁愛 RC 会員）は挨拶のなかで、
「ワク
チンが不足していた台湾へ手を差し伸べてくれた
日本への感謝を込め、来年は３人分の奨学金を寄
付する」と、力強く述べました。 今回は役員改選
の年にあたり、投票の結果、第 9 代理事長に林志
昇さん（1992-94／津ＲＣ 現在：台北南區ＲＣ
会員）が選出されました。

