
四つのテスト（言行はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは！ひと雨ごとに

寒くなり、秋を通り過ごして冬

が来そうです。皆様体調に気を

付けて毎週の例会には元気にご

出席お願いします。今日は栗山

幹事がお休みの為、岡本副幹事

よろしくお願いします。本日、島精機製作所「ラ・ヴ

ェランダ」マネージャー野地様、卓話よろしくお願い

致します。 

 

 

 

ハイライト米山並びに、地区か

らの連絡文書を回覧します。12

日の臨時理事会の報告です。11

月 7日に、「2019-2020年度地

区財務報告採択の件」と、「 ガ

バナーノミニー（2023-2024年

度ガバナー）選出方法採択の件」について、地区立法

案検討会が行われます。当クラブからの選挙人を野村

会長にお願いすることで承認されました。 

 

 

 

◎親睦活動委員会        堀本喜久子委員長 

本日、11月 9日の親睦旅行の

参加費 6,000円を徴収させて

頂いております。当日の行程表

もお配りしております。資料を

ご確認いただき、バスの乗車場

所に変更ございましたら事務局

♦   

  

 

 

2020-21 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  野村 伸 ／ 幹  事  栗山 久  

『 』 

 

2020-2021 年度 [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） 

TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472    

E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 

 

2020年 10月 26日 第 963例会  VOL.23 No.14 TOTAL 902   

 

-------- 本日の例会 10 月 26 日（月）  ------ 

第 963 回例会   

☆内部卓話 「ダイエット決意表明」 

               藤田眞佐子会員 

-------- 次回の例会 11 月  2 日（月） -------                    

第 964 例会   

 ☆お誕生祝い 

☆鳴神子ども食堂 お米の贈呈式 

☆外部卓話  

「ノットワーキング knot working 

～地域の緩やかな結び目作り～」 

 特定非営利活動法人 健康とコミュニティを支援するなるコミ 

代表理事 宇都宮越子様 

------ 前回の例会記録 10月 19日（月） ------ 

第 962 回例会    

○ロータリーソング   奉仕李の理想 

 ○ゲ ス ト 紹 介  ㈱島精機製作所 ラ･ヴェランダ 

マネージャー 野地 理恵 様 

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 30名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   10月 19日 20/27名 74.07％ 

前々回修正出席  10月 5日  24/29名 82.76％ 

メーキャップ   0名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



までご連絡下さい。当日点呼を取りますので、急な変

更の際にも事務局までご連絡ください。なお、お申し

込みをされているのに、事務局でお声がけしていない

方がいらっしゃいましたらお申し出ください。 

♦9 日（月）移動例会＆親睦旅行～高野山～ 

8:30  8:45                   

県庁前==和歌山駅東口セブンイレブン前===京奈和

道経由＝＝かつらぎ西ＰＡ（休憩）＝＝ 

10:30～12：00  12:15～13:45    14:00～     

奥の院＝＝＝＝＝ 総寺院（昼食）＝＝＝金剛峯寺・ 

壇上伽藍＝＝ショッピング・散策➡帰路 17:30頃 

 

 

 

 

 

 

 

♦16 日（月）和歌山北ＲＣとの合同夜間例会 

 ホスト：アゼリアＲＣ 

 時 間：18時 30分～20時 30分 

 場 所：ホテルアバローム紀の国 

 

♦23日（月）「勤労感謝の日」祝日休会 

 

♦30 日（月）ロータリー財団月間にちなんで 

外部卓話 地区Ｒ財団委員長 初田隆生様 

(和歌山北 RC） 

 

 

◎「和歌山の食文化のために」 

㈱島精機製作所「ラ・ヴェランダ」 マネージャー                   

野地 理恵 様 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山の食文化向上の為にと、主人が 15年前に東京

から和歌山に行って欲しいと言われオテルドヨシノを

立ち上げ、軌道に乗った頃に東京の別の所から新店舗

のシェフの話が決まり、東京に契約に行く前日に、島

会長に新しくビルの最上階にレストランを作るから、

和歌山の食文化の為に・・・と、お声がけ頂き和歌山

に残ることになり、ラヴェランダ、イゾラベーラを私

も一緒に働くことになり立ち上げ 12年、現在に至り

ます。 

和歌山に来て 15年、和歌山の食文化向上の為になっ

たか否かはわかりませんが、今日はフランス料理のマ

ナーなどについてお話させて頂きたいと思います。 

私はラヴェランダではおうちに遊びに来た感覚、緊張

感で何を食べたか分からなかったとならないように、

寛いでシェフの料理を堪能して欲しいと思い、日々サ

ービスにあたっています。 

テーブルマナー、皆様は十分ご理解されていると思い

ますが、何より大切なことは、食事を楽しむことだと

思います。絶対に守らなければと感じている方もいら

っしゃると思います。 

もちろんマナーを守る事は大切ですが、自然の恵みに

感謝しながら、ご一緒に食事される皆様が不快になら

ない最低限な食事のマナーを守って楽しく会食するこ

とが一番だと思います。間違っている方がいてその場

で、それは違うと指摘するとお食事会の雰囲気が一変

してしまいますので、大きな声を出すなど周りの方に

迷惑を掛けない限りは後でそっと教えて差し上げるの

が良いと思います。 

お店で働いていてこれはマナーとして覚えていて頂け

たらスマートで素敵だなと感じる事を少しお話させて

下さい。 

レストランへ行かれる時は予約をお勧めします。ま

た、予約の時間より 5分くらい早く来て頂くのが一

番良いと思います。あまり早く来られるとまだ段取り

が出来てなかったりして、逆に時間がかかることがあ

ります。早くなる時、遅れる時はご一報を。 

そして、店に着くなりお手洗いに行かれる方が多いで

すが、お店に入る前に済ませておくのがベストです。 

また、最近はインスタ映えで店内やお料理の写真を撮

られることがあると思いますが、お店によっては写真



禁止、撮ってもいいけどアップはしないで下さいなど

ルールがありますので。必ず写真撮ってもいいか許可

を取られる事をお勧め致します。 

ワインのグラスの持ち方ですが、グラス脚がすこく華

奢なものや、きれいなカットが施されているものはブ

ランデーグラスのように持って頂いても大丈夫です。 

料理のソースですが、シェフがこの料理にはこれくら

いが最適だと思って用意してくれているので、できる

限りソースと絡めてお召し上がり下さい。パンをソー

スにつけて食べるのも違反だといわれる方もいらっし

ゃいますが、フランス料理はソースが命です。パンを

少しずつちぎって少しソースにつけて召し上がって頂

ければいいと思います。 

コロナ禍の今、皆様に付け加えお願いしたいことがあ

ります。食事が終わったらマスクをしてその後の雑談

を楽しんで頂ければと思います。皆様が少しでも意識

してマスクをつけてお話されると感染リスクも下がる

と思います。 

また、ビュッフェスタイルでのお食事の際は、他の方

のもまとめて取り、各テーブルで皆様シェアしてお召

し上がりになっていた方も多いと思いますが、本来は

それもマナー違反です。個数が決まっているものもあ

りますし、好き嫌いやアレルギーなどで折角取ってき

たのに全く手を付けずに残ったままお帰りになる光景

を見かけます。そういうテーブルがあると、足りない

などと言われ追加で料理を作るとほとんど残ってしま

い処分することになる事も多々あります。 

コロナ禍の今、シェアして食べることはリスクも伴い

ますし、サステナブルな社会つくり為にも紳士淑女の

皆様からこれを機に自分の分だけをきれいにお皿に盛

り付け、温かいもの冷たいものを分けて取り、コース

仕立てでお召し上がりになることを発信して頂ければ

と思います。 

また次回グルメの会で、ラヴェランダに来て頂けるよ

うでしたら、自分のもとに料理が来てもすぐに手を付

けず皆さん行き渡ったのを確認して、周りの方と同じ

ペース配分でお食事をしてみて下さい。 

シェフは和歌山の食文化向上の為、コロナ禍の今はお

店の営業とともにフォルテワジマ 1階のイルグスト

でお惣菜を作り、中食に力を入れています。新しいラ

イフスタイルに合わせて和歌山の食文化向上の為に今

まで培ってきた事や、色々なアイデアを取り入れなが

ら、和歌山にラヴェランダが在って良かった。そう思

って頂けるように、これからも取り組んで参りたいと

思っております。 

8月中頃にこのお話を頂き、悩みに悩んだ結果、まと

まりのない話で申し訳ありません。貴重な機会を頂き

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご紹介者：梅田 千景会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

野村  伸会長 

皆様こんにちは！急に冬がやって来たのかと思う程寒

くなりました。ラヴェランダ マネージャー 野地様、

本日卓話よろしくお願い致します。 

北野 敏夫ＳＡＡ 

野地様ようこそいらっしゃいました。本日の卓話宜し

くお願い致します。 



藤田眞佐子会員 

野地様、本日の卓話楽しみにしています。 

北畑 充香会員 

野地さん、今日はありがとうございます。楽しみにし

ています。 

多治川 仁会員 

寒くなってきました。皆さん体に気を付けて下さい。

本日は野地様、卓話よろしくお願いします。 

田原サヨ子会員 

野地様ようこそおいで下さいました。本日の卓話楽し

みです。どうぞよろしくお願い致します。 

梅田 千景会員 

雨ですネ～寒いですネ～。風邪を引かないように気を

付けましょう。今日は野地さん、卓話楽しみにしてま

した。よろしく。 

本日合計額 14,000 円     累計額 464,000 円 

 

♠ロータリー財団 

北畑 充香会員 田原サヨ子会員 多治川 仁会員 

梅田 千景会員 

本日合計額  7,000 円       累計額 177,000 円 

 

♠米山記念奨学会 

北畑 充香会員 田原サヨ子会員 野村  伸会員 

梅田 千景会員 

本日合計額  9,000 円      累計額  125,000 円 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額      円        累計額  34,511 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 10 月 26 日(月) 臨時総会 「次々年度会長・次年度副

会長、幹事、会計、理事の選出方法につ

いて」 

和 歌 山 10 月 27 日(火) 「当たり前の事が有難い事だと気づかせて

くれた傷だらけの野球人生」 多目的野球

道場ライジングスター トータルアドバイザー  

井上紘一 さん 

和歌山東南 10 月 28 日(水) 

12:30～ 

IDM 発表 ロータリー情報規定委員会 

和 歌 山 西 10 月 28 日(木) 例会臨時変更 カフェ例会 

於：サンクシェール 

和 歌 山 東 10 月 29 日(木) 次々年度会長・次年度副会長、幹事、

会計、理事   選出方法 

和歌山城南 10 月 29 日(木)  休会 

和 歌 山 南 10 月 30 日(金) 休会 

和 歌 山 中 10 月 30 日(金) 休会 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：10月 28日（水）12:00～12:30 

        11月  4日（水）12:00～12:30 

                11月 18日（水）12:00～12:30 

        11月 25日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

和歌山東南ＲＣ：11月 18日（水）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 1F 

和 歌 山 中ＲＣ：11月 20日（金）18:30～19:00 

ダイワロイネットホテル和歌山 3F 

和 歌 山 東ＲＣ：11月 26日（木）12:00～12:30 

ダイワロイネットホテル和歌山 4F 

和 歌 山 北ＲＣ：11月 16日（月）12:00～12:30 

        11月 30日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 1F 

◎休  会 

和歌山城南ＲＣ：10月 29日（木） 

和 歌山 中ＲＣ：10月 30日（金） 

和 歌 山 南ＲＣ：10月 30日（金） 

和歌山東南ＲＣ：11月 4日（水） 

11月 25日（水） 

和 歌 山 中ＲＣ：11月 27日（金） 

ご案内 


