
 

言行はこれに照らしてから 

Ⅰ.真実かどうか   Ⅲ.好意と友情を深めるか 

Ⅱ.みんなに公平か  Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。和歌山 RC の

樫畑様、いつもメーキャップに

お越し頂きありがとうございま

す。さて、本日は後和会員の内

部卓話です。ご存知の方も多い

かと思いますが、後和会員は知

識や話題が豊富で、お話させて頂く時はいつも大変

楽しいお話を聞かせて頂けます。本日も期待してお

りますのでよろしくお願い致します。 

先週例会終了後、臨時理事会を開催致しましたので

報告させて頂きます。 

①4 月 19 日(日)に開催されます、地区決議会にお

ける選挙人としまして、私が選出されました。地区

大会選挙人会議同様、私達クラブは 33 名ですので、

選挙人は 1 名となっております。出席してきます

ので、よろしくお願いします。 

②5 月 23 日(土)IM で「今こそ親睦」というテーマ

で各クラブに自慢できる親睦活動の発表依頼が届き

ました。当クラブからは、松本良二クラブ奉仕理事

に発表して頂く事に決定いたしました。 

 

 

和歌山ＲＣ樫畑様、本日はよ

うこそお越し下さいました。

そして後和さん、卓話よろし

くお願いします。さて、ワン

ワン募金箱を回しますのでご

協力お願いいたします。 

 

 

◎出席・プログラム委員会   北畑 米嗣委員長 

委員会報告 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 

会長報告       井上 晴喜 会長 
２０１4-１5 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 

 

 

ＲＩ会長 ゲイリー C.K.ホｱン  

 

２０１4-１5 年度 

アゼリアＲＣのテーマ 
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≪ 本日の例会    4 月 20 日（月）≫ 

▼第 742 回例会  

☆外部卓話 「探偵の業務」 

       南海リサーチ 代表 宮井 淳彦 様 

≪ 次回の例会    4 月 27 日（月）≫ 

▼第 743 回例会  

☆内部卓話 「認知症について」 

              藤田 眞佐子 会員 

☆次年度第 1 回クラブ協議会（例会終了後） 

 各理事・役員・委員長 

≪ 前回の例会記録 4 月 13 日（月）≫ 

▼第 741 回例会   

○ロータリーソング  アゼリアの花の咲く街 

○ゲ ス ト 紹 介   

 ○ビジター紹介  和歌山ＲＣ 樫畑 直尚様 

 ○出 席 報 告  会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席   4 月 13 日 28/32 名 87.50％ 

前々回修正出席  3 月 23 日  25/30 名 83.33％ 

メーキャップ   1 名 



5 月プログラム予定表を本日

ボックスに配布しております。 

5 月 4 日は祝日休会。11 日は

新入会員歓迎夜間例会。18 日

は雑誌･広報･ＩＴ委員会によ

る「facebook について」のク

ラブフォーラム。25 日は第５回クラブ協議会「委

員会事業活動報告の発表」です。 

◎クラブ管理委員会       中村 善夫理事 

先週クラブフォーラムを開催

しまして、グループごとに皆

さんからいただいたご意見を

まとめたものを本日、週報と

一緒に配布させていただいて

おります。来期、今後の課題

として参考にさせて頂きます。貴重なご意見ありが

とうございました。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会    山田  茂理事 

「ロータリーの友」地区便り 4 月号の紹介 

横組み記事 

・ロータリーの雑誌を分かち

合おう Ｐ3 ＲＩ指定記事 Ｒ

Ｉ会長 黄其光 

・特集 雑誌月間 雑誌で知る

ロータリー Ｐ7～17 

・ロータリーデー P18-25 

・心は共に 東日本大震災 Ｐ19-22 

・見守り育てる P28-30 

・Rotary いま…… ロータリーもネットで教育の

時代に Ｐ31 

縦組み記事 

・日本の再生 地域の役割と文化芸術の力 Ｐ4-8 

・わがまち･････そしてロータリー P9-12  

地区関連記事 

・Ｐ30 感動を呼ぶ「園児による歌・踊・奏」 畠

山隆雄 河内長野東 RC 

・Ｐ37 自身の体験をもっと多く語ろう！ 

 辻 秀和ガバナー 河内長野 RC 

・Ｐ41 ROTARY 掲示板 事務所住所変更 

河内長野高野街道 RC 〒586-0239 河内長野市

本町 1-1 山口方 

・Ｐ56 柳壇 恋せよと神のお告げでその気です 物

種 唯修 堺清陵 RC 

・Ｐ58 卓話の泉 自転車乗車のためのルール 西村 

元秀 堺泉ヶ丘 RC 

◎ゴルフ同好会         掛下 吉三会員 

ゴルフ同好会より２件ご案内

させていただきます。普段あ

まりされない方も奮ってご参

加ください。詳細は後日ご案

内いたします。 

 

・和歌山中ＲＣホストによる、Ｉ.Ｍ.第 3 組和歌山

市内９RC 合同親睦ゴルフ大会 

日にち：2015 年 5 月 16 日（土） 

 場 所：大阪ゴルフクラブ 

 時 間：10 時 

・貝塚コスモスＲＣホストによる、合同ゴルフ大会 

 日にち：2015 年 6 月 2 日（火） 

 場 所：泉佐野カントリークラブ 

 時 間：9 時 30 分 

◎次年度クラブ協議会の件 

 次年度幹事  北野 敏夫会員 

次年度第 1 回クラブ協議会を

4 月 27 日例会終了後に行いま

す。先週末、次年度理事役員

委員長様にＦＡＸにて案内さ

せていただいておりますので、

宜しくお願い致します。 

 

 

◎職業分類・会員選考・Ｒ情報委員会 

 白神 修次委員長 

オリエンテーション顧問通知

及び委嘱状授与の発表を致し

ます。4 月 1 日に入会された

新入会員の梅田 千景さんの

オリエンテーション顧問を吉

岡 惠美会員に依頼します。

井上会長より、委嘱状の授与をお願い致します。 

オリエンテーション顧問委嘱 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「お酒のよもやま話」     後和 信英会員 

酒類販売の現状や、日本のウ

イスキーが世界で認められる

ようになった事など、それぞ

れを箇条書きにまとめました。          

よく消費者から質問される事

柄 Q&A を掲載しました。私

の私見も入っていますがご参考にして下さい。 

1. 消費税が 1989 年に導入 

 間接税「酒類.たばこ.塩」から消費税にシフト          

特に酒類.が、消費税にシフト サッチャー首相 

従価税廃止、ウイスキーの級別廃止 

2. 酒ディスカウントが出現 

 量販店が活況→酒販店の苦悩            

モータリゼーションの発達及び女性の社会進出 

自家用車が一家に一台 一人に一台 

3. 配達中心からご来店のお客様が中心の商い             

市内酒販店 平成元年 530 件 現在 190 件 

業務用 20 件未満 

4. 2001 年距離基準の廃止に伴って、スーパー量

販店へ免許が下付「簡素化」 

5. 2006 年原則自由化に伴って、コンビニに免許が

下付 

6.和歌山県 酒類金額 380 億 

スーパー「量販店」/酒 DS/ネット 228 億            

  業務用 76 億 コンビニ 38 億 酒販店 38 億 

7.和歌山県 酒類の消費量 47 都道府県/40 位 

8.日本のウイスキーが、世界に肩を並べられるよう

になり世界の五大ウイスキーの一つになった         

 「スコッチ、カナディアン、バーボン、アイリッ

シュ、ジャパニーズ」 

9.日本の醸造技術「清酒造り」のすごさ、世界一 

                             

『誤解されがちなウイスキーのＱ＆Ａ』  

Ｑ.ウイスキーは、古いものほど美味しい？ 

Ａ.そうとは限りません。味に関しては、人それぞ

れですが、例えば、同じ蒸留所で造られたモルト

ウイスキーでも、その製法、材料や熟成環境など

によって最適な熟成年数も違ってきます。早熟タ

イプのウイスキーは、溌刺とした香味があり、ゆ

っくりと熟成するウイスキーには、落ちついた香

味がある。みたいに、それぞれの蒸留所で、ブレ

ンダーによって特徴があります。 

Ｑ.ウイスキーは、価格が高いものほど美味しい？  

Ａ.必ずしもそうと言えません。基本的には、上記

の答えと同じです。たしかに高いものの方が、古

いし、レアと呼ばれるケースも多いわけですが、

味に関して言えば、早熟タイプが好きな方も居ま

すし、グレンフィディックやグレンリベットのよ

うに生産量が故に安く手に入るけど、しっかりし

た味わいのものあるのでやはり、最終的には、自

分の好きな 1 本を見つけて下さい。 

Ｑ.10 年前に買った、まだ封を開けていない 10 年

もののウイスキー。じゃあ今は 20 年もの？ 

Ａ.残念ながらそうではありません。ウイスキーは

樽熟成のため、ウイスキーはビンの中では熟成し

ません。むしろ、保管環境が悪ければ、味落ちし

ますので気をつけてくださいね。     

Ｑ.ウイスキーもワインみたいに温度管理が大変？  

Ａ.正直、ワインほど難しいものではありません。 

ウイスキーは、温度はさほど問題はありません。  

  むしろ温度よりも光の方が問題で、直射日光が当

たらなくても、反射光などでも劣化するので、箱

などに入れて遮光する方がと良いです。 

Ｑ.テレビでも雑誌でも見るけど、やっぱウイスキ

ーは「ロック」？ 

Ａ.答えはハーフ・ハーフです。私は、ハーフ・ロ

ックをお勧めします。「ウイスキー1 に対して水

1、プラス氷」という「ハーフロック」という飲

み方です。加水する（水で薄める）ことで、スト

レートの時にはなかった別の香りが開いて、アル

内部卓話 



コールの刺激が和らぎ、本来の味がよく分かりま

す。氷を入れない飲み方もありますが、冷えてる

ほうがおいしいでしょう。 

Ｑ.「10 年もの」って、樽で熟成していた期間が

10 年ってこと？ 

Ａ.そうです。しかし、ラベルに表示する酒齢はブ 

レンデッドウイスキーなどの、複数の原酒を混ぜ

て造る際にはブレンドされた原酒の中で最も若い

ウイスキーの熟成期間でなければなりません。例

えば「シーバスリーガル 18 年」なら、厳密言え

ば「18 年もの」ではなく、「最低 18 年以上も

の」ということになるのです。  

   

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

後和さん、楽しい卓話期待しております。樫畑さん

メーキャップ有難うございます。 

鹿嶋 克子会員 

欠席続き申し訳ありません。今回より精勤するよう

致しますのでよろしくお願いします。 

後和 信英会員 

樫畑さん、ようこそお出でいただきました。よろし

くお願いします。そして、本日私は卓話当番です。 

北野 敏夫会員 

ゴワさん、お酒の卓話たのしみにしています。 

中村 善夫会員 

後和さん、楽しみです。 

松本 良二会員 

今日は私の誕生日です。人はなぜ生まれて来たのだ

ろう？生きるってどういうことだろう？ 

6 連敗のあとやっと 1 勝。苦悩だ！ 

森 隆紀会員 

和歌山ＲＣ樫畑様、ようこそお越し下さいました。 

小形 みちる会員 

樫畑さん、メーキャップようこそお越し頂きました。

後和さん、お酒のお話楽しみにしています。 

山田  茂会員 

前回の例会、欠席でしたので・・・ 

本本日日合合計計額額  2266,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額 11,,112266,,226688 円円  

＊＊ロローータタリリーー財財団団  

本本日日合合計計額額      77,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  115566,,550000 円円  

鹿嶋 克子会員 後和 信英会員 中村 善夫会員 

  

＊＊米米山山奨奨学学  

本本日日合合計計額額      77,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額  113366,,550000 円円  

鹿嶋 克子会員 後和 信英会員 中村 善夫会員 

 

ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額      99,,991133 円円      今今年年度度累累計計額額    110000,,113344 円円      

 

 

●市内ロータリークラブ 例会情報 

ク ラ ブ 名 日   時 内    容 

和 歌 山 北 4月 20 日(月)   クラブフォーラム：「地区協議会の発表」 

明楽 修身会長エレクト 

和 歌 山 4月 21 日(火) 

夜間例会 

「人工知能が生み出す新しい情報システ

ム」 和歌山大学 学長 瀧  寛和 さん  

和歌山東南 4月 22 日(水) 

18:30～ 

≪例会時間変更≫ 

外部卓話「元気になる脳のおはなし」和歌

山県立医科大学 卒後臨床研修センター

長 教授 上野雅巳様 

和 歌 山 西 4月 23 日(木) 

18:00～ 

22 日の例会を変更 

於：「華新」 

和 歌 山 東 4月 23 日(木) 卓話 「とりとめない話」 岸裏 廣澄会員 

和歌山城南 4月 23 日(木)  リラックス例会 

和 歌 山 南 4月 28 日(火) 24 日の例会を変更 

和歌山ＲＣとの合同例会 

和 歌 山 中 4月 29 日(水) 

18:30～ 

24 日の例会を変更 観桜家族会  

場所：マリーナシティー 「ラ・マルセイユ」 

◎サイン受付 

和 歌 山ＲＣ：4 月 21 日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和歌山東南ＲＣ：4 月 22 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：4 月 22 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山  

和 歌 山 中ＲＣ：4 月 24 日（金）18:30～19:00 

        中ＲＣ事務所 1F 入り口 

和 歌 山 南ＲＣ：4 月 24 日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 北ＲＣ：4 月 27 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


