
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。本日はおめでたい例

会となりました。なんと 777回の

例会であります。7のスリーカード

でフィーバーであります。今週は

忙しい週となります。25日と 26

日には済州日出ＲＣへの訪問があり、帰ってきた次の

日の 27日には、地区大会のＲＩ会長代理歓迎晩餐会

のホストをさせて頂き、お出迎えの準備がございま

す。出席される会員の皆様には何かとお手配、お手数

をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、2月 9日の理事役員会及び 2月 12日の臨

時理事役員会の内容をご報告させていただきます。 

①済州日出ＲＣへの訪問については、国際交流委員会  

より 256,118円を支出することで了承を得まし 

た。 

②「アゼリアの友よ」ＣＤ制作費の支出について、親 

睦委員会さんにて 33,000円の支出をしていただく  

ことで承認されました。 

③地区大会における選挙人については、会長である私 

が選挙人として出席することとなりました。 

④和歌山東南ＲＣ創立 45周年記念ゴルフコンペと、 

和歌山市内 9ＲＣ親睦ゴルフ大会について、幹事を  

掛下会員に依頼し、参加費を半額負担とし、外部会 

議費より支出することで承認されました。 

⑤ガバナー補佐訪問により、3月 28日（月）の例会 

に第 4回クラブ協議会を開催することで承認され  

ました。 

⑥米山奨学生の受入れをすることで、承認されまし 

た。ただし受入れは大野さんが会長の時でありま 

す。以上、会長挨拶を終わります。 

*  会長報告   中村 善夫 会長  * 

 

ＲＩ会長 K.R. ラビンドラン  

 

 

ロータリーを通じて『学び』 
そして『自己改革』を 

 

 

 

会  長 ／ 中村 善夫 副会長 ／ 掛下 吉三  幹事 ／ 北野 敏夫 

会報委員／白神 修次 當仲 清孝  

[例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30 

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 
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＊ 本日の例会  3 月 7 日（月）＊ 

▼第 778 回例会  

☆誕生会 

☆外部卓話  

「中国雑感…異国中国に足を踏みいれて 

足掛け 22年！」 

 (株)スハマ･マネジメント･サポート･オフィス 

代表取締役 須濱 哲昌様 

＊ 次回の例会 3 月 14 日（月）＊ 

▼第 779 回例会  

 ☆内部卓話 

 「済州日出 RC12周年記念式典訪問の報告会」 

＊ 前回の例会記録 2 月 22 日（月）＊ 

▼第 777 回例会   

○ロータリーソング   日も風も星も 

○ビジター紹介  

 ○ゲ ス ト 紹 介  

 ○出 席 報 告  会員数 33名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   2月 22日 24/32名 75.00％ 

前々回修正出席  2月 8日 28/31名  90.32％ 

メーキャップ   0名 



 

2月 11日のＩＭご参加ありがとう

ございました。ＩＭ実行委員長か

らお礼状と、当日の資料が届いて

おりますので回覧します。ＣＤは

貸し出しを致しますのでお申し出

下さい。「ハイライトよねやま 2月号」もお目通し下

さい。３月のプログラム予定表をボックスに配布して

いますのでご確認下さい。29日（月）は休会です。 

 

◎会長エレクト          大野 治朗理事 

次年度の組織図が決まりましたの

でボックスに配布しています。ご

自身の委員会がどこかをご確認い

ただき、次年度に向けてご協力の

程、よろしくお願い致します。 

◎ゴルフ同好会          掛下 吉三理事 

本日ボックスに、ゴルフコンペの

案内を 2件配布しています。 

まず、東南ＲＣ創立 45周年記念

ゴルフ大会が 3月 24日（木）、

有田東急ゴルフクラブで開催され

ます。また、市内９ＲＣ親睦ゴルフ大会が、5月 15

日（日）に同じ場所有田東急ゴルフクラブで開催され

ます。奮ってご参加の程お願い致します。 

◎地区大会実行委員会       吉岡 惠美会員 

27日の地区大会ＲＩ会長代理ご夫

妻歓迎晩餐会にご協力頂く方は、

当日 16時半までに、アバローム

３Ｆ孔雀の間に集合して下さい。

よろしくお願い致します。 

 

 

◎お米の話２           岡本 嘉之会員 

美味しいお米の選び方 

スーパーなどで店頭に並んでいる

お米について。 

特売など価格に目が行きがちです

が、自分の口にあったお米をきち

んと選んでいますか？ 

お米を買う場合のポイント 

1.お米の袋には窓があります。 

どのお米の袋にも窓がついています。もしくは、中が

みられるように透明な部分が作られています。この中

のお米がどのような状態のものか、一目でわかるよう

になっているのです。一般的に砕けたお米が多いもの

や、白濁したお米（もち米を除く）が多いものは、少

ないものと比べ味が落ちます。なので、比較的粒がそ

ろっていて、透明なものが多いものが入っているお米

を選ぶと良いでしょう。 

 

2.精米日が新しいものを選びましょう。 

お米は生鮮食品ではありませんので賞味期限の表示義

務はありませんが、なるべく精米日の新しいものを選

びましょう（2～3週間で食べきれる分）特に夏場

は、日が経っているものほど虫の発生が起こりやすく

なります。 

 

3.米袋の表示を見ましょう。 

複数原料米、とうたっているものはブレンド米とい

い、色々なお米がブレンドされているので単一原料米

（コシヒカリ 10割など、一種類の銘柄を扱っている

もの）と比べ、原料が統一されていないため味にばら

つきがでることがあります。（原料が統一されていな

くても Jas法違反ではないので念のため…） 

値段の事を考えたらブレンド米の方がはるかに安いの

ですが、それでもキロ単価は 100円から 200円くら

いしが違わないのがほとんどです。 

お米は 5ｋｇ売り、10ｋｇ売りが多いのでどうして

も「高い！」と思われがちですが、味の事を考えれば

単一原料米の方がずっと安定しています。 

単一原料米と複数原料米の違い 

単一原料米とは、同一の品種、同一生産地、同一生産

年度のお米 100％で構成された米です。一方、複数

原料米とは、単一原料米以外のお米のことです。品

種、産地、産年の内どれか一つが違っても、単一原料

米にはならない。 

同じ品種でも産地や生産年が違えば単一原料米ではあ

りません。 

*  幹事報告   北野 敏夫 幹事  * 

 

 

 

お世話になります。 

 

お忙しい時期ですが、ひと息ついて頑張りまし

ょう(^^♪ 

 

楽しみにしております。 

 

さたけ 

 

*   委 員 会 報 告   * 

*   内  部  卓  話   * 



お米のランキングについて 

お米の検査には品位等検査というものがあります。こ

の検査の等級には、一等級、二等級、三等級、規格外

の 4ランクがあります。 

国内産農産物（水稲うるち玄米）規格規定（抜粋） 

等級 整粒 

割合 

水分 

含有 

死米 

混入 

着色粒 

混入 

もみ 

混入 

１等 70％～ 12％～15％ ～7％ ～0.1％ ～0.3％ 

２等 60％～ 12％～15％ ～10％ ～0.3％ ～0.5％ 

３等 45％～ 12％～15％ ～20％ ～0.7％ ～1.0％ 

※規格外＝3等までの品位に適合しない玄米であって

異種穀粒・異物を 50％以上混入していないもの。 

1等級を獲得した一等米が最高品質のお米となりま

す。この検査のほとんどの項目は見た目の美しさを判

断する内容となります。したがって一等米というだけ

で必ず美味しいお米であるという補償にはなりません 

 

4.用途と口にあったものを選びましょう。 

コシヒカリはデーター上は良食米です。しかし、もの

によっては「やわらかい」「べたつく」と言って食べ

ない人もいるのです。 

お米はさまざまな銘柄があり、日々研究によって勾配

され新品種が開発されています。さらっとして粘つき

が少ないもの、粘りがあって甘さを感じるもの、それ

ぞれです。 

よく寿司屋ではさらっとした粘りが弱いものを使いま

すが、家庭でもチャーハンやカレーを作る場合コシヒ

カリよりあきたこまちやササニシキといったお米の方

が向いている場合もあります。カレー専用のお米が開

発された例もあります。また、お弁当が多いご家庭の

場合「冷めても美味しい」「ぱさぱさしない」という

お米の方が向いています。（お米の品種による特徴の

違い） 

10品種で作付比率で全体の約 8割を構成しています 

 

 

 

 

 

 

 

コシヒカリ － 粘り、つや、甘味が抜群の優等生 

用途：おにぎり、洋風料理、和食料理 

特徴：食味のバランスが良く、粘りが強いのが特徴。 

粘りが強く米粒同士がくっつき合うので、酢と混ざり

にくいため「にぎり寿司」には不向き。 

あきたこまち － 若い女性に人気（味よし、粘りよ

し、柔らか過ぎない 

用途：白ご飯、おにぎり、寿司、丼向き 

特徴：やや「小粒」でコシヒカリの血を受け継いで粘

りはやや弱いが、味のバランスが良く、炊き上がりの

艶が良い。コシヒカリよりもあっさりしていて、しっ

かりした粒感があり、柔らか過ぎない。 

ひとめぼれ － あっさりした味わい（味よし、香り

よし、粘りよし） 

用途：たまごかけご飯、日本料理、洋食、中華向き 

特徴：どんな料理にも合うバランス抜群「中粒」「柔

らかい食感」 

ヒノヒカリ － オールマイティ（ツヤと粘りの強さ

がウリ） 

用途：白ご飯、和食、洋食、中華、にぎり寿司向き、

冷めても味が変わらないの 

で弁当に最適。 

特徴：どんな料理にも合う「小粒」 

ササニシキ － 王道の和食に適応する米 

用途：にぎり寿司、和食、雑炊向き 

特徴：「小粒」しゃっきり、あっさりした食感が調和

した飽きのこない美味しさ。噛むほどに増すほのかな

甘みがあり、くどくなく甘すぎずさっぱりとして、お

かずの魅力を引き立てます。寿司飯に抜群の相性。 

きらら 397 － あっさりとしていてオールマイティ 

用途：丼物、チャーハン 

特徴：あっさりとした感じ。噛めば噛むほど広がる甘

みと表現されるようですが、コシヒカリなどの強い粘

りはありません。「ご飯の個性が強すぎる」と感じて

いる人にはお勧め。 

ゆめぴりか － 北海道内最高級銘柄 

特徴：粒がシッカリしていて、ほど良く粘りがあり、

甘みがあり、炊き上がりが柔らかく、つやのあるお

米。しつこくないもっちり感が特徴「食べ応えのある

お米」 



ななつぼし － 健康志向の高い女性に人気（しっと

り感の炊き上がり） 

用途：ゆめぴりかに比べてさらっとしているため寿

司、弁当向き 

特徴：米飯米は、粒張りがシッカリしていてベトつか

ずさらさらした、しっとり感のある炊き上がりが特

徴。 

ミルキークイーン － 冷めても硬くならない 

用途：お弁当、おにぎり、炊き込みご飯、洋風料理向

き 

特徴：モチモトとした食感。粘りの極めて強い低アミ

ロース米。光沢が良く、冷めても硬くならず柔らかく

弁当、おにぎり向き。 

 

以上、ご購入の際の目安になれば幸いです。 

 

 

 

中村 善夫会員 

岡本さん、本日卓話よろしくお願い致します。 

北野 敏夫会員 

寒い日が続きますが、皆様風邪などひかれないようお

気を付け下さい。岡本さん卓話宜しくお願いします。 

小阪  知会員 

I.M.の翌日の夜からインフルエンザにかかりました。

人生で初めてかかったインフルエンザにかなりしんど

かったです。皆様ご自愛の程お願い致します。 

栗山  久会員 

2歳の孫に高価なミニチュアカーをあげたらあっちこ

っち壊れてしまった。悲しくなってしまった。 

松本 良二会員 

流行を追っかけ、やっと物にしました。皆さんにお裾

分けします。インフルエンザ A型！ 

岡本さん、炊き立てのご飯の話、お願いします。 

梅田 千景会員 

27日出席出来なくてすみません。岡本さん、途中で

帰らなくてはならなくて残念です。 

岡本 嘉之会員 

本日、卓話をさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

白神 修次会員 

娘が結婚しました。夫君はよく気が付いて思いやりの

あるいい男です。野村さん、その節は有難うございま

した。 

本日合計額   23,000 円    今年度累計額  854,170 円  

＊ロータリー財団 

中村 善夫会員   

本日合計額    1,000 円   今年度累計額  147,000 円  

＊米山奨学 

中村 善夫会員  白神 修次会員 

本日合計額    3,000 円    今年度累計額 118,000 円  

＊ろうあ老人ホーム建設基金寄付 

本日合計額      円  今年度累計額  34,307 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 3月 7 日(月) クラブフォーラム「水と衛生月間にちなん

で」環境保全委員会：岡田義典委員長 

和 歌 山 3月 8 日(火) 「他府県の若者が憧れる和歌山目指し

て」 シンガーソングライター  

ウインズ平阪さん 

和歌山東南 3月 9 日(水) 休会 

和 歌 山 西 3月 9 日(水) 会員リレー卓話 

ＰＥＴＳ報告 寺坂義章会長エレクト 

和 歌 山 東 3月 10 日(木)  卓話「日本、君が代、日の丸の起源」 

石橋 慶三さん 

和歌山城南 3月 10 日(木) クラブフォーラム「Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表②」 

テーマ：あなたにとってロータリーとは何です

か。あなたはロータリーに何を望みますか。 

和 歌 山 南 3月 11 日(金) 卓話：辻 俊幸 会員  

和 歌 山 中 3月 11 日(金) 

19:00～ 

例会場変更→ルミエール華月殿 

クラブフォーラム 社会奉仕委員会 

◎サイン受付 

和 歌 山 中ＲＣ：3月 11日（金）18:30～19:00 

        中ＲＣ事務局 1Ｆ入口 

和 歌 山 北ＲＣ：3月 14日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌山 西ＲＣ：3月 23日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

◎休   会 

和歌山東南ＲＣ：3月 9日（水） 

和 歌 山 西ＲＣ：3月 30日（水） 

和歌山城南ＲＣ：3月 31日（木） 

*  Ｓ.Ａ.Ａ.報告 （3 つの箱） * 


