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ロータリーは機会の扉を開く

第 2596 回例会 №20
2021 年(令和 3 年)3 月１2 日(金) 晴
「君が代」
名古屋みなとロータリーソング
「セイリング」

出席報告
会員 61 名中 出席４4 名 出席率 ７２.１３％
〇ゲスト
米山記念奨学生
冀 媛媛さん
〇スピーカー 名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事 都築 瑠衣さん

会長挨拶
皆さん、今日は１月１５日依
頼の通常例会です。２ケ月ぶ
りの出会いに感謝です。今日
は、ゲストに冀媛媛さんと、名
古屋中央ローターアクトクラ
ブの幹事都築さんをお招きし
ました。尚、都築さんには後ほ
ど卓話頂きます。題目は「お酒
と経済」です。楽しみにしてい
ます。２ケ月の休みの間に第
2５９４回・２５９５回をウエブ例会としました。第
２５９４回の卓話者は野崎国際奉仕委員長。第２５９
５回の卓話者は橋本美穂さん。詳しくは、HP をご覧
ください。４日間の休会中には、ウイークリー臨時号
を出しました。１月２２日ウイークリー臨時３号には
、ゲスト投稿者は長瀬君。「コロナ禍のストレス解放
はカロリーを気にせずお菓子を食べてください。
」・・
というお話でした。１月２９日ウイークリー臨時４号
：ゲスト投稿者は、山田章博君。普段例会で会えない
山田君、写真ですけど、久しぶりに元気な姿を拝見し
ました。
「牧場版ルンバ」のお話と写真。興味深く読
ませていただきました。２月５日ウイークリー臨時５
号：ゲスト投稿者は、藤掛誠一郎君。
「コロナ禍の泥
棒犯罪と対策」プロの視点での、お話し勉強になりま
した。３月５日ウイークリー臨時 6 号：ゲスト投稿者
は沼野親睦委員長。コロナ禍の例会を運営する委員長
。不安と寂しさと戦いながら例会を運営する決意に感
動しました。コロナ禍の例会のありかた。ウエブ例会
卓話者・ウイークリー臨時号投稿者 ご協力、ありが
とうございました。また、３月３日ｐｍ７：３０－ｐ
m８：３０ 名古屋中央ローターアクトの卓話に久留

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク

宮広報委員長が ZOOM で出演しました。当クラブの
メンバーもたくさん参加してくれました。都築幹事に
変わり、お礼を申し上げます。本日は、お酒作りに欠
かせない「杜氏」とは、何かなとお話させてください
。きめ細やかな味わいが魅力の日本酒だけに、造り手
にも繊細で高度な技能が求められます。蔵元から酒造
りを請け負う職人集団である蔵人（くらひと）のリー
ダーで最高責任者が「杜氏」と呼ぶそうです。
最後になります。１０年前の昨日。３月１１日１４時
４６分１８，１秒「東日本大震災」が起きました。
一冊の本を紹介させてください。
「日本に自衛隊がいてよかった。」桜林美佐著
産経新聞出版より
「安全ですと言いながら事故を起こしてしまった。
」
と福島原発所長は、深々と頭を下げたが返された言葉
に所長は耳を疑った。 に所長は耳を疑った。
「大丈夫
です。もう隊長も復帰しまし
た。最後はわれわれが必ず助
けます。」責められ、罵倒され
る覚悟だった所長の目からぽ
ろぽろと涙がこぼれた。
今日も、例会楽しんでくださ
い。

表 彰

２０カ年皆出席

吉田

守宏君
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幹事報告

委嘱状伝達
2021～2022 年度地区 危機管理委員会委員長
寺本 善雄君
2021～2022 年度地区
グローバル奨学生・平和フェロー委員会委員長
猪子 恭秀君
2021～2022 年度地区
ロータリー財団委員会副委員長
猪子 恭秀君
2021～2022 年度地区 RYLA 委員会委員
寺西 高子さん
2021～2022 年度地区 ローターアクト委員会委員
藤掛 誠一郎君

奨学金授与・近況報告

誠一君

皆さんこんにちは、ようやくコロナも落ち着いてき
まして、例会再開となりました。大変うれしく思っ
ています。それでは幹事報告を致します。
本日受付におきましてポリオのマスクを受け取ら
れたと思いますが、例年は WFF のチケットについ
ております寄付金です。今年度は中止となりました
ので 1 人 1000 円の寄付を地区財団にしておりま
す。その寄付のお礼の記念品となっております。
3 月 14 日の地区大会はオンラインでの参加が事前
登録なしで出来るようになりました。詳しくは事務
局より案内をいたしておりますのでご確認くださ
い。現地セントレアの愛知県国際展示場に行かれる
方は参加証を持参して会場受付前あたりで落ち合
いたいと思います。当日会場には昼食の提供はあり
ませんので食事を済ましてからお越し下さい。
例会終了後、第 9 回理事会と第 3 回クラブ戦略委員
会かあります。対象の方は参加の程宜しくお願いし
ます。

地区大会報告

米山記念奨学生

村田

村田

誠一君

冀 媛媛さん

ニコ BOX
(都築さん卓話よろしくお願いします。みなさん
、お久しぶりです。ごきげんよう)
髙田会長
(皆様、例会再開出来て本当にうれしいです。残
り少なくなってきましたが、引き続き宜しくお願
いします)
村田幹事
(年度末で多忙の為、早退いたします)
髙村君
(都築さん、卓話よろしくお願いします！)藤掛君

本日合計
ニコニコ DAY
累
計
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34,000 円
110,000 円
1,503,000 円

３月１４日地区大会がセントレアの愛知県国際展
示場にて行われました。来場したメンバーはわずか
４名でしたが他の皆さんはオンラインでの参加を
されたことと思います。
岡部ガバナーから地区の現況、神野 RI 会長代理よ
り世界のロータリーの現況の説明がありました。
２０１９－２０年度の地区表彰では、名古屋みなと
ロータリークラブがガバナー特別賞の有意義な専
門部門を受賞しました。

卓話「お酒と経済」
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事 都築 瑠衣さん
日本においてビールは、経済
や生活様式の変化とともに独
自の発展を遂げていきまし
た。酒屋や居酒屋でキリンラ
ガーの瓶をシェアする時代を
経て、1980 年代コンビニやス
ーパーマーケットといった小
売店の増加によって時代は
「缶ビール」へ。飲みの席での
主役はキリンラガーからアサ
ヒスーパードライへ取って代
ヒスーパードライへ取って代わりました。
「コク」よ
わりました。
りも「キレ」重視のビールが主流となっていきます。
そこで登場したのが発泡酒・新ジャンルと呼ばれる商
品です。麦芽が原材料の 50％以下のものは発泡酒、
新ジャンルは発泡酒に麦スピリッツを加えたものと、
麦を使わずエンドウといった他の穀物を使用したも
の、という区分がされています。
酒税法の改正によってビールの出荷率は減少しました
が発泡酒や新ジャンルはそれを十分にカバーしまし
た。淡麗でライトな味が好まれたという面もあります
が、
「失われた 20 年」と呼ばれるデフレの進行、景気
の悪化によって低価格のお酒が求められたことが大き
いとされています。しかし 2026 年にビール・発泡酒
・新ジャンルの三種の税率が統一される予定であり、
低価格が大きな魅力と言える発泡酒・新ジャンルの淘
汰は避けられないと考えられます。
そこで次に待ち構えているのが「クラフトビール」で
す。大手メーカーが仕掛けた発泡酒・新ジャンルのヒ
ットの裏で日本の小さな醸造所は力をつけていき、国
際的なクラフトビールのコンクールでいくつも賞を受
賞するようになっていきました。クラフトビールには
色合いがカラフルなものやフルーティな味わいのもの
もあり、流行を生み出す中心とされる若い年代の女性
へ響きそうな要素を十分に含んでいます。これからの
注目株と言えるでしょう。ここまでビールの歴史を紹
介していきましたが、実際の生活に視点を移してみま
しょう。
「酒は百薬の長」という言葉のとおり、適度
な飲酒であれば体にいい影響を与えることもあります
。しかし、お酒と病気のリスクは切っても切り離せま
せん。適量を守ること、休肝日を作ること。この 2 点
が重要です。実際にどのくらいの量を飲んでいるのか
記録をつけたり、家族に宣言したりして正しい飲酒習
慣が身につくようにしていきましょう。
本日の話が、皆さまがこれからも長く楽しく、お酒と
付き合っていくための一助となればと思います。

第 9 回理事会議事録
とき
ところ

3 月１2 日（金）1３：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
出席者 髙田、栢森、加藤（茂）、三枝樹、芹澤
棚橋、藤原、杉江、村田、岡田
10 名（敬称略）
①協議事項
・2021 年決議審議会 決議案の提出について
資料参照
・例会メイクアップ不要の解除について
レベル 2 になってから再び検討する。
②審議事項
・創立 55 周年記念事業について
記念例会について資料に基づいて説明。
今後の様子みて昼開催に変更する可能性あり。
参加者についても今後の様子を鑑みてお断りする
可能性あり。
・4/25 地区ローターアクト年次大会全員登録に
ついて
異議なし
③報告事項
・WEB 例会の費用について
④その他
・3/26 例会終了後親睦委員会 55 周年記念例会打ち
合わせを開催
4/9 に変更

第 3 回クラブ戦略委員会議事録
とき
ところ

3 月１2 日（金）14：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
出席者 髙田、栢森、芹澤、村田、岡田
5 名（敬称略）
①会長挨拶
②議題
・WEB 例会について
高田会長挨拶から WEB 例会について話し合い
した。先日行って非常に良かったので、次年度も行
って行きたい。
③その他
・海外に見習ってノータイで参加できるように考慮
する。
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第 2 回 WEB 例会についての感想
私、髙田は会長という立場で２回も参加させていただ
きました。前年度の戦略委員会からの引継ぎ事項
「ウエブ例会」を、このように例会が開けない時に
すると、ありました。村田幹事の再三のウエブ例会を
開こうとの意見にも私が機械音痴でしたくないので拒
否してました。しかし、一度すると病みつきになりま
した。事務局さんの多大なお手伝いのおかげで「ウエ
ブ例会」が、出来たことに感謝です。
みなさん、ありがとうございました。（高田会長）
早速ですが、2/26 の Web 例会を拝見いたしました。
第２回目ですのでだいぶ慣れてきた感じがあります
ね。髙田会長も、全然噛んでいませんでしたので慣れ
てきていい感じだと思います(笑)。
ただ、音声が全体的にこもっているように聴こえるの
ですがマイクの拾い方の問題でしょうか？
橋本さんのお声ははっきり聴こえますので滑舌と発声
の仕方と音域の問題かもしれません(笑)
今後は通常例会となりますので当面は必要ないかもし
れませんが今後のために一度見直していただけるとよ
ろしいかと存じます。
#橋本さんの卓話は非常に学びが多かったですね。
さすがでした！ 村田さんの幹事報告は爆笑してしま
いました(笑)楽しい放送をありがとうございました。
おつかれさまでした！！（会員 A）
橋本さんの、エキスが詰まったお話しがマサカの無料
配信！ロータリーって凄い！！ 会長 幹事ありがとう
。ところで、会長 挨拶は、コンパクト インパクトで
お願いします。
（会員 B）

後ほどウィークリーで知ることはできるのですが、
やはりその場で聞くのとでは大きな差があると思いま
す。昨年、RC の作成に取り組んだときに、卓話を映
像で残したらという話もありました。今回の動画は巧
みな編集もあり、大変なご苦労があったと思いますが
、通常例会の卓話もノン編集で構わないので動画を
HP にて配信できるようになるとありがたいなと感じ
ました。高田会長、村田幹事、コロナが騒がれる中、
大変なご苦労があるかと思われますが、お体に気を付
けながらもよろしくお願いいたします。（会員 E）

月
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今回の卓話（野崎様、橋本様）を大変興味深く視聴さ
せていただきました。まずもって内容はお二方とも大
変すばらしく為になるものでした。
ありがとうございました。
例会に出席できなかった時、どのような卓話であった
かが大変気になるときがあります。
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今後の例会予定
休会

30

卓話
「コロナ禍における小さな命」
NPO 法人ファミーユ理事長
熊崎 純子様
17F「コスモス」
卓話「文化（演劇）生きる免疫力」
劇団うりんこ 俳優
いのこ 福代様
17F「コスモス」
卓話
「コロナ」と「災害」～合言葉は「命・
支え合い・自ら動く」～
名古屋市港防災センター
防災教育アドバイザー
近藤 ひろ子様
17F「コスモス」
例会変更
創立 55 周年記念例会
16F「アゼリア」17：00
地区研修協議会報告
次年度幹事
岡田 雅君
17F「コスモス」
休会
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休会

26
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内容も大変しっかりしていて有意義と思いました。
関係者の皆様の苦労も想像できます。
リアルの例会が勿論いいですが、開催が無理な時はこ
のような形でつながりを継続することは大変良いこと
と思います。（会員 C）
90 秒スピーチで相手・複数人に伝えるというのは難
しいですね。しかし、これも訓練かもしれませんね。
話し方の技術論はとても学びになりました。
YouTube は見たいときに見れるから良いのですが、
ZOOM のようなものの方が、その時間を共有している
ことと、やりとりや質問などもできるからいいかなぁ
と思います。決して YouTube がいかんと言っていま
せんからね。（会員 D）
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卓話「鍼治療がもたらす効果」
篠原鍼灸院 鍼灸師 山内雅大様
17F「コスモス」
卓話「ロータリーと危機管理」
2760 地区危機管理委員長
寺本 善雄君
17F「コスモス」
卓話
17F「コスモス」

