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       留意点」 
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例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２０年１１月 ６日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６０名  ホームクラブ出席者７５．９５％ 

皆さん、こんにちは。 

2週間前の例会は、仕事の都合

で欠席させて頂きましたが、中

村副会長から素晴らしいご挨拶

を頂きありがとうございました。

週報を読ませて頂きました。 
 

今回は、ロータリーというより、私

たちのクラブについてお話させ

て頂きます。 

私にとりまして、知らなかったことが、その立場になって分

かったことについてです。 

先ず、幹事をさせて頂いた時に、このクラブにみどり会とい

う会があることを知りました。 

幹事経験者の会でありまして、毎年7月あたりにその役を終

えた幹事が次の幹事に対して激励会を開催するというもの

です。現在そのみどり会の会員は26名いらっしゃいます。 

歴代会長会についてです。私主催で10月29日開催致しま

した。 

クラブの現役会員の中で会長経験者は何人かご存じです

か? 

私は今まで考えたこともなかったのですが、何と我がクラブ

には歴代会長が現役の私を含め19名おられます。内、17

名の出席でした。実は、この人数は凄いんですよね。クラ

ブによっては、それより少ない会員数のクラブもたくさんあ

る訳ですから、改めて力のあるクラブだと感じました。 

ただ、歴代会長会とは何をするのか? 当然私はその会に

は出席したことがないので要領がよく分からない訳です。 

会長経験者に聞くと、あまり何も考えんでも、次年度副会長

予定者の報告だけすれば、あとはその時の会長次第で好

きなようにすればいいよと伺いました。 

ですので、次年度副会長予定者を報告させて頂き、テーマ

を2つにして皆様からも一言ずつお言葉を頂きました。 

1つは新型コロナ禍で、例会運営についてのご意見です。

これはアッサリと全員が今のままで良いという意見でした。 

もう一つは、この会長報告について、歴代の会長からアド

バイスを頂こうと思いました。 

と言いますのも、私自身、今までの会長報告は真剣に聞か

せて頂きましたし、今でもそれぞれの会長がどのような話を

されたのか、脳裏に漠然と残っています。私の話が会員の

皆さんに一つでも持ち帰って頂ける何かがあれば嬉しいな

と思ってご意見を伺ったのです。やはり、例会時に会長報

告をされてきた方々だけに、しっかりお聞き頂いているよう

で嬉しかったです。また、具体的に、どの会長報告の時に

どのように考えさせられたかという意見も頂き励みになりまし

た。 

これから会長をされる方にとりましては、私同様初めての経

験をされることになりますので、参考にして頂ければと思い

ます。 

また、今回のIDMでは、指名委員が決まります。その指名

委員が、次年度の理事を選出し、12月第一例会の総会に

て理事役員が決まるというものです。 

そして、その理事者の方々が幹事、SAAを決めることになり

ます。 

実際には、幹事が一番先に決まっていて、幹事が理事を受



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

委員会報告 

幹事報告 

けてくれるよう頼むのですが、これはロータリーの7不思議

ですね。 

いよいよ次年度が始動開始する、それが今月であります。 

・市内9クラブ会長幹事会が11/4 に

開催され尾花市長から和歌山市内

の再開発事業についてお話いただ

きました。 

・2021.5.1に インターシティーミー

テ ィ ン グ『持 続 可 能 な 新 常 態

(ニューノーマルに向けて)』が開催

予定です。パネルディスカッション

やコメンテーターの参加者が募集

されます。 

・IDMで60周年事業について話し合っていただいておりま

す。記念事業にあたっては出演者のPCR検査など主催者

の準備は大変なようです。プロの西村会員にアドバイスが

もらえることはラッキーです。 

・本日は第一例会のため理事役員会が開催されます。理

事役員の皆様方よろしくお願いいたします。 

社会奉仕プロジェクト委員会 

藤林正樹委員長 

11月3日、文化の日に和歌山駅西

口の花壇の植替えを行ってきまし

た。用意されていた花は1350株で、

花いっぱい推進協議会の皆さんは

じめ、市長、市内９RCからの参加者

で無事植替える事ができました。和

歌山駅に行かれた際は、一度ご覧下さい。 

連続出席表彰 

楠部和弘会員３５年  

卓 話 

「日本におけるワイン

の消費動向とエピソー

ドで味わうワインの世

界」 
 

 広瀬 晋作 会員 

日本のワイン市場において過去10年間でワインの消費は

158.6%(国税庁統計)約1.6倍の伸び率で推移しています。

(平成に限ると約3倍の増加)これは、日本の人口一人当た

り4.2本(750ml換算)を消費している計算になります。ビール

などの他の酒類と比較して全体の数量は少ないものの着

実に伸長しています。もちろんコロナ禍の中でもご家庭で

の家飲み需要中心に増加傾向にあります。また、消費のス

タイルも変わり、例えば、トレンディードラマのワンシーンや

ユーチューブやＳＮＳなどでも有名なアーティストや著名人

が手に持ち、わずかにボトルが写し出されるだけでECサイ

ト上では爆発ヒットの様相を呈します。 

その様な中で日本におけるワインの地域別販売(消費)数

量においても様々な変化があり、日本における県民一人

当たりのワインの消費数量ランキングではなんと和歌山県

が全国第8位にランキング(2018年度分 国税庁参照)され

ています。これは、通販を始め、和歌山から都市部への販

売も和歌山の消費量として計算されている面もあります

が、主にワインは単体で楽しむだけではなく、食とのマリ

アージュを楽しめる嗜好品としての性質が高く、豊富な食

材を生む紀州における、和歌山県民の食文化への意識の

高さの向上の結果だと県民のひとりとしてうれしく感じてい

ます。 

次に歴史的に見てワインほど秘められたエピソードのある

「極上の物語」のある飲み物はありません。世界 高峰ワイ

ンの「ロマネ・コンティ」についてもコンティ公とルイ15世の

寵姫ポンパドールとの買収競争による軋轢問題や、ナポレ

オンが愛したワイン、あまりに有名な「シャンベルタン」、80

歳にして三人の子供を授かったリシュリュー男爵(かの「三

銃士」に出てくるリシュリュー公の甥)の雄姿を眺めてルイ

15世王が「そなたの元気の秘訣は何か？」と尋ねられ、男

爵いわく、「こちらでございます」と捧げたワインがメドックの

5大シャトーのひとつ格付第一級シャトー・ラフィット・ロート

シルトだったとか。 

美術の世界でもエコール・ド・パリの時代にはモネはシャン

パンを、ルノワールはパリ郊外でワインを楽しむ光景を招

き、ユトリロは、パリのレストランでマムのシャンパンを描く

等、枚挙に暇がありません。 

映画のワンシーンでも「カサブランカ」の”君の瞳に乾杯”

のシャンパンシーンもあまりに有名です。 

ファッション界では、ココ・シャネルが「女には男の視線が

必要。その視線なしでは女は死んでしまう」と言う言葉と伴

にシャンパーニュ・クリュッグを愛飲していたと言います。。

ご家庭やお食事会などでもこのようなエピソードを交えな

がらワインをさらにお楽しみ頂ければと思います。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

卓 話 

「野球を通じて感じた

こと」 
 

 藤本 知輝 会員 
 
 

本日は「野球を通じて感じたこと」というお題でお話させて

いただきます。私は小学２年生から野球を始め気づけば約

20年間の26歳まで野球人として歩んできました。野球を始

めたきっかけは単純に「かっこいい」と感じたからでした。実

際に野球をして感じたこと、野球を離れた今だからこそ気

づくことがたくさんあります。野球の魅力は様々あると思い

ますが、自分のわずか数秒間のプレーによって何万人もの

心を動かすことが出来ること。これは野球に限らずスポーツ

の魅力だと私は思います。このような体験を自分の肌で感

じることが出来たことが私の財産となっています。野球から

離れた今、野球人生を振り返った時にホームランを打った

り、三振したり、勝ったり、負けたり、という様々な場面が蘇り

ましたが、１番の財産はなんだろうと考えた時に真っ先に思

い浮かんだのは「人との繋がり」でした。野球があったから

いつ会ってもあの頃に戻れる仲間がいます、おそらく野球

をしていなければ皆様とお会い出来ていなかったと私は感

じています。どの道を歩むのが正解などはないと思います

が、野球が与えてくれた財産を大切にし、この選択をして

良かったと思えるようにこれからの人生もフルスイングで精

進していきたいと思います。 

     

    ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・坂東利仁君・山中君 

奥様誕生日・・・有田君・豊田君・成瀬君・西村君・ 

          林（勇）君・藤林君・湯山君 

事業所創立・・・西村君・前窪君・前畑君・山田（昭）君 

入会記念日・・・北芝君・楠部君・戸井君・中村君 

皆出席表彰・・・楠部君 

 

和歌山東RC：吉田篤生様・・・本日は、お世話になります。 

岩本君・・・さる11月3日、陛下より勲章を賜りました。 

       皆様からお祝いのお言葉を沢山頂きました。 

       ありがとうございました。 

畠中君・・・ゴルフ例会10月優勝しました！ 

吉村君・・・11月14日（土）は世界糖尿病デー和歌山城が 

       ブルーになります。  

藤本君・・・卓話記念。よろしくお願いします。 

林（芳）君・・・ゴルフ練習します！！ 

水城君・・・吉田さん ようこそありがとうございます。 

大山君・・・広瀬さん、藤本さん、卓話楽しみです。 

前嶋君・・・岩本さん おめでとうございます。 

       大林さん ごちそうさまでした。 

三木君・・・戸井司法書士にお世話になりました。 

戸井君・・・三木会員にお世話になりました。 

宮本（保）君・・・海堀先生お世話をお掛しました。 

小野君・・・橋本先生、林芳史さん、岩井さん お世話に 

       なりました。 

成瀬君・・・長期お休みお詫び。 

中村君・・・IDM2班ご利用ありがとうございました。岩本さん 

       参加して頂きお祝いのカンパイ出来ました。 

海堀君・・・IDM2班残金として。 

IDM4班・・・大林さん差し入れありがとうございました。 

       おいしくいただきました。 

 

 1１月お誕生祝 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

親睦活動委員会メンバー 

F&G同好会 

11月1日 釣りの参加メンバーは、山田会員、毘舎利会

員、小野会員、水城会員でした。釣れた魚は、太刀魚、ア

ジ、イサギ、サバなど20数匹でした。 

グルメの会は、居酒屋「紅うさぎ」で開催されました。 

第３回 会長幹事会 

2020年11月4日（水）13:35よりダイ

ワロイネットホテル和歌山3Fサン

クシェールにて第３回市内9RC会

長幹事会が開催されました。 

例年は、市へ表敬訪問させて頂く

のですが今回は、ホストクラブ：和

歌山西ロータリークラブ様のご手

配により会長幹事会に和歌山市

長 尾花 正啓様をお迎えして卓

話を頂きました。 


