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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１１月 ８日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席４９名  ホームクラブ出席者６２．０３％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんにちは 

本日は、卓話で「ビストロ・シャ

ンパーニュ・トレゾール、オー

ナー 山本 一人 様と和歌山

県福祉保健部の小畑充彦様が

お越しです。 

後ほどシャンパンのお話をよろ

しくお願いいたします。 

一昨日のＩＤＭで、我がクラブの

重鎮3名が出席、リーダー、当

番を務めていただきました。 

久方ぶりに身の引き締まるＩＤＭでした。 酒を飲み交わし

たのが1時間後でした。 

これも全て小野Ｒ情報委員長の思慮深いお計らいであっ

たか、と思います。 

さてアジア開催初となったラグビーワールドカップ杯日本大

会は、2019年9月20日から11月2日まで行われ、全48試合

が行われ、南アフリカが優勝するという結果になりました。 

日本も決勝大会に進出するという、日本ラグビー界の快挙

となりました。 

そこには、日本の「おもてなし」心が各国を魅了し、今回の

ラグビーの応援環境を大きく変えました。 

決勝では両チームの「国歌」の歌詞を横浜市が２万部印刷

して配布するなど、自治体も支援しまた。そうした歓迎に対

し、選手たちは試合後、日本式のお辞儀をして応え、南ア

のエラスムス監督は「日本のファンは相手チームに対しても

敬意を払ってくれる」と振り返る。イングランド主将のファレ

ルが「ここで楽しんだことは忘れられない。素晴らしい大会

だった。」とコメントされました。 

国際統括団体ワールドラグビーが掲げる「ラグビー憲章」で

示される「品位」「情熱」「結束」「規律」「尊重」という五つの

価値や、試合が終われば敵、味方がなく「ノーサイド」の精

神が、グラウンドで体現された場面も繰り返されました。 

このことは、スポーツ界のみならず、社会全体に好影響を

与えました。 

大会組織委員会の御手洗冨士夫会長は、勝負が終われ

ばノーサイドで友好を深めていく、ラグビーの精神に対する

理解が日本でも広がり、ファンになった人もたくさんいる、と

総括しました。 

我がクラブの4つのテスト「真実かどうか」「みんなに公平か」

「好意と友情を深めるか」「みんなのためになるかどうか」の

趣旨目的とよく似ていると思いました。 

「ファイト一発」リポビタD ドリンク剤の大正製薬が、2001年

にラグビーのスポンサ－を引き受け、その年の売上高は、

1031憶円、以後エナジードリンクの競争が激化し現在の売

り上げは、520憶円となり、再びのラグビーブームで上昇気

流にに乗れるか？ 

ちょっと得する豆知識 

今日は立冬です。 意味は「初めて冬の気配が感じられる

季節」です。 

今後の立冬の日です。 

2020年11月7日・2021年11月7日・2022年11月7日・2023年

11月8日 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 



 

 

①ガバナー事務局より地区大会 

 の礼状が届いております。 

②次週１５日の例会終了後に指名 

 委員会を開催しますので各ＩＤ 

 Ｍで指名委員に選出されたメン 

 バーの皆さんはご出席の程よろ 

 しくお願いします。 

③１１月３日、市内９ＲＣ会長幹事 

 によるＪＲ和歌山駅前花壇の植え 

 替え作業がありました。当日、山田会長と私は所要のた 

 め野村会員に参加していただきました。野村会員、ありが 

 とうございました。 

④最後に本日は第二週にも関わらず多くのニコニコ献金を 

 頂いております。これも楠部会員の写真のお陰だとお礼 

 申し上げます。これからもどんどん写真を撮ってニコニコ 

 箱に貢献をお願い致します。 

 本日は以上です。 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

雑誌・広報委員会 

柘植義信副委員長 

 

「ロータリーの友11月号につい

て」 

ロータリーの友11月号の紹介で

す。今月はロータリー財団月間

で、特集は“世界でよいことをす

る”です。世界各地で取り組んでいる「よいこと」を紹介して

います。また、インターアクターとして活動している高校生

の紹介もあります。このほか第15回ロータリー日韓親善会

議の報告が掲載されています。今号も多様な記事が掲載

されています。ぜひご覧下さい。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

連続出席表彰連続出席表彰連続出席表彰連続出席表彰    

楠部和弘会員３４年  

    

        

                                ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 
 

 

 

本人誕生日・・・村上君 

奥様誕生日・・・西村君 

事業所創立・・・西村君 

入会記念日・・・楠部君・村上君 

皆出席表彰・・・楠部君 

 

大山君・・・11月3日11月ゴルフ同好会にて10年振りに優勝 

       しました。メンバーとその数に恵まれまして。 

栗本君・・・4班IDM”クエを食べよう会”に出席いただきまし 

       た皆様ありがとうございました。柴田さん、おい 

       しいクエ、ありがとうございました。 

藤岡君・・・嶋谷さんIDM2次会ありがとうございました。 

前窪君・・・藤林SAAさん がんばって！！ 

       楠部さんに写真。 

橋本忠美君・・・毎日新聞 朝日新聞に記事を掲載していた 

          だいて。写真御礼。 

中村（和）君・・・IDM5班ご利用頂きありがとうございました。 

          すてきなIDMでした。 

          楠部さん写真ありがとうございます。 

岩井君・・・柴田さんIDMでおいしいクエをありがとうござい 

       ました。楠部さんに写真を頂いて。 

宮本（保）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

          又、IDMお世話になりました。 

山田守君・・・弊社創業40周年式典を行いました。 

        楠部さんに写真を頂いて！ 

井口（善）君・・・卓話 山本一人様をおむかえして。 

北畑君・・・11月3日野村さん ありがとうございました。 

岩本君・・・出席ニコニコです。 

有田君・・・楠部さんにカラオケ同好会のしゃしん頂いて。 

大林君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

村上君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

島村君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

三木君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

柴田君・・・楠部さんに写真をいただいて！ 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

北芝君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

山本君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

藤田君・・・楠部様に写真いただいて。 

岡崎君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

林(勇)君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

金谷君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

戸井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

藤林君・・・楠部さんに写真を頂きまして。 

IDM残金・・・5班 

IDM残金・・・6班 

 

      計 ￥80,020 -  累計￥1,291,390 - 



 

 

輸出輸出輸出輸出 国国国国 出荷本数出荷本数出荷本数出荷本数 昨対昨対昨対昨対 金額金額金額金額 出荷金額出荷金額出荷金額出荷金額 昨対昨対昨対昨対 

1111位位位位 イギリスイギリスイギリスイギリス 27,762,00027,762,00027,762,00027,762,000本本本本 ----11.0%11.0%11.0%11.0% 2222位位位位 415,196,000415,196,000415,196,000415,196,000€€€€ ----5.7%5.7%5.7%5.7% 

2222位位位位 アメリカアメリカアメリカアメリカ 23,097,00023,097,00023,097,00023,097,000本本本本 5.9%5.9%5.9%5.9% 1111位位位位 585,806,000585,806,000585,806,000585,806,000€€€€ 8.5%8.5%8.5%8.5% 

3333位位位位 日本日本日本日本 12,873,00012,873,00012,873,00012,873,000本本本本 17.6%17.6%17.6%17.6% 3333位位位位 306,721,718306,721,718306,721,718306,721,718€€€€ 21.3%21.3%21.3%21.3% 

4444位位位位 ドイツドイツドイツドイツ 12,285,00012,285,00012,285,00012,285,000本本本本 ----0.8%0.8%0.8%0.8% 4444位位位位 196,831,000196,831,000196,831,000196,831,000€€€€ 1.7%1.7%1.7%1.7% 

5555位位位位 イタリアイタリアイタリアイタリア 7,367,0007,367,0007,367,0007,367,000本本本本 11.1%11.1%11.1%11.1% 5555位位位位 152,283,000152,283,000152,283,000152,283,000€€€€ 9.7%9.7%9.7%9.7% 

14141414位位位位 中国中国中国中国 1,975,0001,975,0001,975,0001,975,000本本本本 51.9%51.9%51.9%51.9% 15151515位位位位 36,500,00036,500,00036,500,00036,500,000€€€€ 76.6%76.6%76.6%76.6% 

15151515位位位位 香港香港香港香港 1,831,0001,831,0001,831,0001,831,000本本本本 8.1%8.1%8.1%8.1% 14141414位位位位 41,093,00041,093,00041,093,00041,093,000€€€€ 12.1%12.1%12.1%12.1% 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

＊シャンパーニュの名言！ 

ドン・ピエール・ペリニヨン（1638～1715） 

「シャンパーニュを飲むのは、星を飲むようなものだ」 

ポンパドール（ジャンヌ・アントワネット・ポワソン：1721〜

1764） 

「飲んでも女性を美しく見せてくれるのはシャンパーニュ

だけ」 

ジャコモ・カサノヴァ（1725～1798） 

「シャンパーニュは誘惑には欠かせない道具」  

ナポレオン・ボナパルト（1769〜1821） 

「シャンパーニュは、戦いに勝った時は飲む価値があり、

負けた時は飲む必要がある」  

オスカー・ワイルド（1854〜1900） 

「シャンパーニュを飲む理由が見つけられないのは、想

像力が足りない人間だけだ」  

ウィンストン・チャーチル（1874〜1965） 

「我々が戦っているのは単にフランスのためだけではあり

ません。シャンパーニュのためでもあるので。」  

ココ・シャネル（1883〜1971） 

「私は二つの時にしかシャンパーニュを飲まない恋をし

ている時と、していない時」  

オードリー・ヘップバーン（1929〜1993） 

「お肉には赤を、魚には白を、そして恋にはシャンパー

ニュを」  

 

山本 一人（やまもと かずひと） 

大阪でシャンパーニュのパイオニアとして、大阪をシャン

パーニュ・シティとして確立させる。店舗は、2007年大

阪・北新地「ラ・シャンパーニュ」開店。その後「ビストロ・

シャンパーニュ」、東京・西麻布「ビストロ・シャンパー

ニュ・トレゾール」へ展開。シャンパーニュから多くの勲章

を叙任している。シャンパーニュ騎士団オフィシエ、ブ

ジィ村シュヴァリエ、メニル・シュール・オジェ村シュヴァリ

エ等。現在は、アカデミー・デュ・ヴァン青山校と大阪校

で講師として、シャンパーニュ普及に邁進中です。 

    「シャンパーニュの魅力と動向！」「シャンパーニュの魅力と動向！」「シャンパーニュの魅力と動向！」「シャンパーニュの魅力と動向！」    

            ビストロ・シャンパーニュ・トレゾールビストロ・シャンパーニュ・トレゾールビストロ・シャンパーニュ・トレゾールビストロ・シャンパーニュ・トレゾール    

                        オーナーオーナーオーナーオーナー    

                                    山本山本山本山本    一人一人一人一人    様様様様 

＊シャンパーニュとは！  

 スパークリング・ワインです！スパークリング・ワインとは発

泡性ワインの総称です。しかし、シャンパーニュを名乗る

ことができるのは、「地域」（シャンパーニュ地方）、「ブドウ

品種」（基本3品種）、「醸造方法」（瓶内二次発酵）等、厳

しい法律を守って造られたものだけが「シャンパーニュ」

を名乗ることができます。シャンパーニュ地方は、ブドウ

栽培地域最北端（過酷な条件）で、パリから一番近いブ

ドウ栽培地です。 

＊2つのシャンパーニュ！ 

シャンパーニュには2つのシャンパーニュがあります。一

つ は、母な る 大地で あ る シ ャ ン パ ー ニ ュ地方「La 

Champagne」、もう一つは、飲んで楽しむシャンパーニュ

「Le Champagne」です。 

＊飲んで楽しむ以外のシャンパーニュの演出！ 

「F1の表彰台」 

現在は、シャンパーニュ・カルボン（2017年5月28日モナ

コ・グランプリ）。「モエ・エ・シャンドン」（1985～1999年の

15年）、「マム・コルドン・ルージュ」（2000～2015年の16

年）、「シャンドン」（2016年～2017年途中）。 

「シャンパン・タワー」（ホストクラブの物ではない） 

 天にいる神様に毎年お酒の原料となるブドウなどの豊作

に感謝していた。 

「シャンパン・サーベル」 

 サーベルと呼ばれる刀でシャンパンのボトルの口をガラス

ごと飛ばす演出。 

「船の進水式」 

 船が海に進水していくタイミングで船体にシャンパーニュ

のボトルをぶつけ、ボトルを割る儀式。 

＊女性の活躍 

 昔のシャンパーニュは超甘口です！現在は、辛口が主流

です。その辛口のシャンパーニュを造ったのがシャン

卓卓卓卓    話話話話 
パーニュ・ポメリーのマダム・ポメリーです。シャンパー

ニュの製造に欠かせない澱を取る道具「ピュピトール」は

マダム・クリコ（未亡人）が発明する。また、007で有名な

ボランジェは、マダム・リリー・ボランジェが会社を大きくし

た！ 

 

シャンパーニュの動向 

2018年 シャンパーニュ輸出本数、販売金額 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

１１月お誕生祝１１月お誕生祝１１月お誕生祝１１月お誕生祝    

井口善隆員より本日のゲスト山本一人様のご紹介があ

りました。 

11月6日（水）木村屋さんで開催さ

れましたIDM第5班より写真が届き

ました。 

今月、本人誕生お祝の村上恒夫会員と奥様御誕生お祝

の西村昌記会員です。 

  カラオケ同好会カラオケ同好会カラオケ同好会カラオケ同好会 

    2019201920192019・・・・1111１・５１・５１・５１・５        第第第第128128128128回例会回例会回例会回例会    

☆次回 開催日12月3日（火） 


